
第47回全陶展受賞者･入選者(順不同)

賞 氏名 作品名 都道府県 資格

三　好　紀　雄 線文加彩花入れ 東京 会員

草　開　清　美 里山の自然 富山 会員

田　川　郁　代 リボーン 大阪 会員

渡　辺　尚　義 練込線彫花器 大分 会員

武　藤　陽　子 萩線条文象嵌壺 山口 会員

努力賞 奥　田　福　泰 象嵌焼締器 岡山 会友

守　繁　　　徹 萩格子浮かし象嵌喰篭 山口 会員

平　木　　　智 朧 広島 会友

宇佐美　成　治 漂流する種 栃木 会員

奨励賞 田　中　吉　喜 湧水 奈良 会友

福　間　　　基 黄瀬戸水指 島根 会友

谷中田賞 福　間　　　基 炭化月光壺 島根 会友

結　城　有　子 連 青森 会員

國　吉　清　雲 黒流 沖縄 会友

若　山　清　海 雪原の朝 千葉 会友

若　山　紀　子 而今 千葉 会友

田　口　充　子 花を刻む 千葉 会友

竹　内　眞　介 勝間田焼「玄武」 岡山 会員

道　中　幸一郎 彫文鉢－剣－ 山口 会員

上江洲　茂　夫 シエルの記憶 大阪 会員

平　良　幸　春 岩礁 沖縄 理事

松　井　宏　之 憧憬（備前角花入） 兵庫 会友

竹　田　光　二 あわ皿 奈良 会友

富　田　忠　義 釉彩籠目文大皿 東京 会友

前　田　房　夫 石垣紋様壺 埼玉 会員

針　貝　俊　彦 協心 神奈川 会員

岩　原　由紀子 幾何文器 群馬 会員

小　菅　りくえ 夢の途中'17 埼玉 会員

冨　永　　　薫 コクリコ 千葉 会員

中　島　賢　二 B型の石柱 群馬 会友

丸　山　伸　司 花菖蒲 東京 会員

野　上　　　杰 鮟鱇茶入 千葉 会員

樺　沢　　　均 種子 群馬 理事

菱　田　寿々子 秋のため息 舞う 東京 会員

田　原　良　蔵 Sirius 東京 会員

川　榮　　　隆 古里の夜明 千葉 会友

平　尾　卓　哉 蒼と碧と 群馬 会員

奨励賞 大　野　正　文 コバルトの海 東京 理事



賞 氏名 作品名 都道府県 資格

宗　形　清　英 邪馬台国の原風景 東京 理事

臼　井　一　紀 縄文長円鉢 東京 常任理事

斎　條　和　江 喜寿の桜 東京 会員

村　松　　　忠 緑雨 東京 会員

松　丸　陽　子 コウノトリの夢 千葉 会員

金　子　光司郎 炭化花挿 千葉 会友

金　子　光司郎 窯変天目碗 千葉 会友

山　田　　　芳 悠 ゆう　 群馬 会員

飯　島　一　男 愛情表現｢子宝｣ 千葉 会員

小　川　貴　子 光景 群馬 会員

西　堀　素　子 静謐 千葉 会員

森　本　孝　治 瀬音 埼玉 会員

霜　田　雅　行 撚土飾り百花舞 群馬 会員

奨励賞 渡　辺　吉　雄 白藍しのぎ大壺 神奈川 会友

清水賞 霜　鳥　憲　一 練込花器｢湧く｣ 群馬 会員

高　橋　洋　子 繋がるⅢ 東京 会友

柳　　　和　夫 澹 群馬 理事

小久保　公　子 秋彩 東京 会員

坂　井　勝　也 宴 神奈川 会員

蜂　須　賀　遠 木の葉天目　白寿 千葉 会友

柳　ふ　み　江 春うらら 群馬 会友

山　田　公　也 流水紋掛分藍彩大皿 神奈川 会友

井　上　　　清 Nature 群馬 会員

遠　藤　富美子 雨音 東京 会員

大　野　淑　子 掻落しぶどう皿 東京 会員

中　野　正　好 Gush　Spiral 神奈川 会員

豊　田　章　博 記憶のオト 神奈川 理事

浜　中　良　子 釉彩モンステラ文組鉢 東京 理事

林　　　正　行 油滴天目花器 神奈川 会員

井　上　具　彦 石化・記憶層 東京 会員

田　中　　　昭 紅葉 東京 会員

会員優秀賞 畠　山　伸　康 潮騒のメロディー 神奈川 会員

浜　田　美　子 愛しむ 神奈川 会友

佐　藤　雅　子 あいの風 神奈川 会員

横　田　淳　子 刻む～sceneⅠ 神奈川 会員

会友優秀賞 桜　井　寿美子 凛 神奈川 会友

金子賢治賞 吉　原　めぐみ あさきゆめみし 東京 会員

吉　丸　紀　子 Cheerful 神奈川 会友

清　水　輝　男 ルリの花器 神奈川 会員



賞 氏名 作品名 都道府県 資格

青　栁　カズ子 和紙染め刳り抜き陶筥 東京 会員

内　田　冨美子 花灯り 神奈川 会員

増　田　希美子 暁 神奈川 会員

奨励賞 豊　田　幸　子 花はらり 神奈川 会友

田　中　伸　子 2017夕焼けこやけ 千葉 会員

佐　藤　　　斌 炭化窯変多面壺 神奈川 会友

陶遊賞 向　井　田　斉 響 神奈川 会員

大　木　　　健 白い詩 埼玉 会員

ウレヒ　めぐみ ゆらめく 東京 会友

努力賞 田　代　道　子 秋の音 神奈川 会友

藤　原　　　勲 和の輪廻 埼玉 会友

目　黒　英　子 波及 東京 会員

大　野　澄　子 小花によせて 神奈川 会員

水　野　　　有 盆器「懸泉」 千葉 会員

澤　田　利　憲 黒群青 神奈川 会友

野　口　一　夫 別れ 埼玉 会員

阿　部　宗　賢 練込大皿 埼玉 会員

東京都知事賞 清　水　典　夫 切通しの細道 東京 理事

梅　澤　順　子 つぐむ 東京 理事

片　山　　　清 銀彩線文壺 栃木 会員

中　澤　庸　江 Eccentric Tower 埼玉 会員

内　部　　　隆 楽焼茶碗 朝焼 東京 会員

奨励賞 赤　坂　延　子 縹の帯に 東京 会員

〆　田　紀　子 うつわ２ 千葉 理事

斎　藤　　　督 連なる輪 東京 会員

小　島　亜紀子 遥 埼玉 会員

全陶展大賞 川　口　由美子 彩泥花器 東京 会員

小荷田　眞　作 和・も・だ・ん 埼玉 会友

石　川　英　輔 春の宴 埼玉 会員

奨励賞 金　子　登美子 萌む 神奈川 会員

平　澤　伸　五 彩泥切取幾何紋様 埼玉 会友

上　田　　　清 天目釉茶碗 東京 会員

大　泉　弘　彰 晩暮 埼玉 会員

平　泉　博　次 縄文花器 埼玉 会員

髙　木　叔　子 巡り会う 埼玉 会友

佐　藤　みち子 陶灯・莫高窟 東京 会員

中　村　啓　子 洋上の稲妻 千葉 会員

山　本　節　子 空高く 神奈川 会員

加　藤　之　典 すばる 神奈川 会員



賞 氏名 作品名 都道府県 資格

加　藤　美津子 雪椿 神奈川 会員

岡　田　光　子 ブルーの余情 神奈川 会員

加　藤　芳　久 薔薇青瓷大鉢 茨城 会友

理事優秀賞 金　子　達　雄 大地のめぐみⅡ 神奈川 理事

渡　部　清　孝 幾何学紋壺 東京 会員

内　田　志津枝 想い出の渚Ⅱ 東京 会員

奨励賞 若　吉　孝　子 プリズム＆プリズム 埼玉 会員

石　井　浩四郎 備前面取四方壺 東京 理事

小　原　えり子 鉄彩鉢 千葉 会友

若　月　勢伊子 線文鉢 千葉 会友

鈴　木　洋　二 花星座 東京 会員

鈴　木　隆　子 閑寂 宮城 会友

土　切　栄　一 希望の舟 静岡 会友

努力賞 村　上　泰　子 金彩点刻流文鉢 埼玉 会員

田　村　美恵子 流線の舞 富山 会友

須　藤　淳　子 練込皿 「流」 埼玉 会員

西　岡　璋　子 流・る 高知 会友

松　井　弘　次 象嵌やませみ紋扁壺 広島 理事

山　本　幸　雄 雅 広島 会友

畑　辺　国　興 岳=岩あらし= 茨城 会員

ＣＣＵ青山賞 島　田　君　子 思想穏健 香川 理事

山　本　裕　士 黒の湧水 広島 会友

西　浜　富　子 掻落花みずき文壺 岡山 会員

柏　川　法　潤 夜明け前 北海道 常任理事

岡　田　浩　明 黄昏 北海道 会員

末　永　奈緒子 掛分鉢 山口 会員

岡　本　研　作 粉引水指 岡山 常任理事

岡　本　研　作 海鼠釉茶碗 岡山 常任理事

上　田　文　子 環 北海道 理事

二　川　　　靖 伊羅保釉壺 広島 会友

比　嘉　孝　雄 刷毛目魚文壺 沖縄 会員

樋　口　源　一 黒天目ぶどう文「秋気」 福岡 会友

小　林　由美子 織部皆具 東京 会員

大　森　　　昌 森の谺 東京 理事

文部科学大臣賞 是　枝　久美子 遥か 東京 理事

川　崎　喜代子 クラウドⅡ 埼玉 会員

西　野　咲　子 染付茄子図大皿 千葉 会員

西　野　咲　子 青白磁茶碗「枇杷」 千葉 会員

山　角　昌　江 みなも 神奈川 理事



賞 氏名 作品名 都道府県 資格

飯　島　正　明 印花紋大皿 埼玉 会友

林　　　昭　七 花器「あさぼらけ」 東京 会員

上　松　敬　禧 水面風わたる 東京 会友

坂　尾　俊　明 炭化花器 埼玉 会員

渡　辺　稔　浩 祈りの座 神奈川 理事

伊　藤　一陽子 黎明 埼玉 理事

小　正　京　子 水指「追憶」 東京 会員

吉　野　初　枝 にわか雨 埼玉 理事

原　田　道　子 ボトルたち2017 埼玉 会友

吉　原　哲　夫 組子三角皿 東京 会友

髙　橋　直　樹 碧雲 神奈川 理事

関　根　真知子 風の娘 栃木 会員

奨励賞 中　村　哲　子 もう少し… 東京 会友

吉　田　日出子 土俵入り 千葉 会員

德　勝　秀　俊 禾目茶碗(日輪) 東京 会員

武　田　紀　子 ほっこり 東京 会員

佐　藤　　　等 朝顔文皿 神奈川 会友

遠　藤　伸　子 市松模様壺 埼玉 会友

髙野橋　直　秀 伊羅保丸壺 埼玉 会員

中　村　た　か 焼締窯変彩壺 埼玉 理事

石　川　文　世 夢みる蓑笠子 茨城 常任理事

小　川　徳　一 Blue Forest 千葉 会友

増　田　久　子 都会の蒼究 千葉 会友

峯　村　昭　子 中世のなごりⅪ 千葉 理事

宇　山　　　悟 布目たたき紋様鉢 筆引 千葉 会員

上　田　清　美 廻 静岡 会友

上　田　貞　雄 危機感 静岡 会員

三　隅　鉄　雄 油滴天目マスキング壺 埼玉 会員

古河内　滋　子 花園 神奈川 会友

工　藤　昭　廣 深海 神奈川 会友

白　澤　蕉　子 月影 東京 会員

川　島　敏　万 点刻文壺「穏和」 埼玉 会員

源　　　彩　子 変形角鉢 埼玉 会友

小　作　充　子 楽焼抹茶茶碗 東京 会員

戸　田　　　靜 総透かし彫麻の葉模様 神奈川 会員

槇　野　かをり 悠 <ゆう> 神奈川 会員

山　岸　るり子 彩泥線刻文器 埼玉 会員

井　桁　輝　子 棚田に吹く風 埼玉 会員

蛇　石　純　美 象嵌釉彩陶筥 東京 会員



賞 氏名 作品名 都道府県 資格

森　田　敬　子 空椿 東京 会員

髙　木　彩　子 胚 東京 理事

安　楽　和　彦 備前窯変耳付壺 神奈川 会友

古　田　幸　枝 STRUGGLE 東京 会員

榑　林　恵美子 焼締壺 千葉 会友

曽　根　照　子 幾何文花器「連」 東京 会友

努力賞 井　手　正　一 白亜 東京 会友

無鑑査 草　薙　洋二郎 青瓷花器「樹影」 埼玉 常任理事

無鑑査 草　薙　洋二郎 志野茶碗「一文字」 埼玉 常任理事

無鑑査 平　尾　峰　春 波光 群馬 名誉会員

無鑑査 沼　田　晶　夫 銀河 群馬 常任理事

無鑑査 石　川　文　貞 志野花入 春霞 神奈川 理事

無鑑査 石　川　文　貞 志野茶碗 春雷 神奈川 理事

無鑑査 馬　場　芳　道 もののけの詩 神奈川 常任理事

無鑑査 馬　場　芳　道 黄釉茶碗 神奈川 常任理事

無鑑査 髙　山　典　子 SEI 東京 常任理事

無鑑査 景　山　宏　一 裂線文器 埼玉 理事

無鑑査 佐々木　直　美 真 東京 理事

無鑑査 井　澤　洋　子 想 東京 理事

無鑑査 可　部　美智子 大佛開眼の日 東京 名誉会員

無鑑査 中　尾　厚　子 希望 島根 常任理事

無鑑査 中　尾　厚　子 裂文掛分四方水指 島根 常任理事

無鑑査 河　野　玄　容 刻文壺 愛媛 常任理事

無鑑査 住　川　照　美 鉄赤釉花瓶 広島 常任理事

無鑑査 下　拂　豊　志 印花文様鉢 鹿児島 常任理事

無鑑査 矢　野　徹　志 風韻Ⅳ 愛媛 理事

無鑑査 山　川　恭　子 秋潮 神奈川 常任理事

無鑑査 高　橋　和　則 ソラに想う 東京 常任理事

無鑑査 高　橋　和　則 黒楽茶碗「一歩」 東京 常任理事

無鑑査 髙　橋　瑛　彦 早春・竹林を望む 東京 常任理事

中　村　達　雄 深海の魚 山口 一般

井　上　雅　善 練り込み鎬文花瓶 兵庫 一般

苅　北　好　美 翳り 山口 一般

吉　田　陽　助 航海 新潟 一般

別　府　孝　男 有明 東京 一般

クラフト賞 菅　野　圭　子 オアシスの雫 愛媛 一般

こめだ　みゆき アノウミヘ 奈良 一般

戸　野　博　之 相界 大阪 一般

菅　谷　宏　子 なでしこ 富山 一般



賞 氏名 作品名 都道府県 資格

黒田和哉賞 浦　田　潤　子 想望 大分 一般

福　井　美　子 白もくれん 東京 一般

大　野　孝　治 鳳凰文彫刻花器 群馬 一般

加　瀬　一　雲 灰白雫焦香大壺尼 千葉 一般

入　江　友　芳 白釉彩溶烈紋器「天国への扉」 埼玉 一般

新人賞 原　　　勝　彦 三角紋彩器 神奈川 一般

松　﨑　秀　廣 天衣 埼玉 一般

河　端　　　遊 砂漠の薔薇 神奈川 一般

佐　藤　一　彦 彩泥練込み縞目紋壺 神奈川 一般

安　田　かほる 緑釉泰山木図花器 東京 一般

川　村　健　司 拾の塔 神奈川 一般

砂　山　照　子 椿文和紙染陶筥 神奈川 一般

藤　井　丈　志 思索-木枯し 千葉 一般

渋　谷　秀　子 釉彩紫陽花文組皿 東京 一般

大　島　悠　子 目覚める記憶 千葉 一般

山　本　晶　子 メッセージ 千葉 一般

渋　井　鈍　秀 ざざむし 神奈川 一般

村　田　　　忠 透光土練込「BOWL」 福島 一般

本　田　　　清 練上花器 千葉 一般

髙　橋　勇　雄 苔むす森 茨城 一般

大　谷　健　治 彩泥亀甲文皿 埼玉 一般

門　井　千津子 想 千葉 一般

山　下　和　久 薮椿 東京 一般

澤　田　芳　枝 時の忘れ物 神奈川 一般

大　出　ヒロ子 椿花入れ 東京 一般

寺　沢　吉　宣 花紋様六角重箱 千葉 一般

佐　藤　光　久 木の葉の音 埼玉 一般

合　原　梓　弓 芽生へのきざし 東京 一般

努力賞 江　原　英　子 希望の鳥 埼玉 一般

牧　山　裕　子 春の詩 茨城 一般

努力賞 Andrew　Blake 新生 神奈川 一般

政　木　弘　美 鉄赤釉水盤「秋静か」 東京 一般

政　木　順　子 備前焼大皿 東京 一般

風　間　あすか 蔦紋花器 東京 一般

八　町　辰　夫 響 千葉 一般

小　山　　　透 ブレイクタイム 神奈川 一般

浜　中　日出男 志野茶碗 東京 一般

三　﨑　隆　俊 萩窯変彩花 香川 一般

德　田　呈一郎 硫白黒紋壺 香川 一般



賞 氏名 作品名 都道府県 資格

新　開　多津子 春流華 香川 一般

鍋　谷　一　也 螺千 広島 一般

長　澤　　　靖 沈黙の証人 広島 一般

努力賞 唐　川　昌　己 鉄泥掛け焼締壺 広島 一般

山　本　幸　子 青紡 広島 一般

瀬　戸　　　守 緑釉壺 埼玉 一般

中　村　久　美 万葉の響 東京 一般

山　中　峰　雄 彩磁掛け分け「朴の花」 東京 一般

張　　　　　平 清風 東京 一般

落　合　史　朗 練込大鉢 水流 東京 一般

池　田　　　薫 炭化焼締扁壺「夜明け」 千葉 一般

工　藤　夏　江 地の声 埼玉 一般

井　上　清　志 悠久の瞬 千葉 一般

須　賀　　　正 刷毛紋皿 埼玉 一般

遠　藤　典　子 火擧 悠久 茨城 一般

小　梶　　　稔 神秘 埼玉 一般

野　田　　　誠 瞑想の春 千葉 一般

丸　山　八千代 標に向かって 千葉 一般

根　本　磯　子 星の調べⅡ 千葉 一般

西　岡　康　雄 花器(夏の片隅) 神奈川 一般

渡　辺　照　子 光明 埼玉 一般

前　田　　　博 インカの石積み 東京 一般

大　石　美智子 市松紋象嵌壺 埼玉 一般

本　山　　　忠 油滴天目碗 東京 一般

植　田　俊　和 楓 静岡 一般

桜　井　智　子 優想 静岡 一般

中　山　英　明 黎明 千葉 一般

池　上　　　馨 八面體八十路乃自遊時間 埼玉 一般

努力賞 森　　　茂　伸 練込み モロッコ・リヤドの夢 埼玉 一般

佐々木　満智子 黄瀬戸油揚手南瓜文陶筥 千葉 一般

金　　　徳　姫 Bag 埼玉 一般

彩　門　美　積 歌舞伎趣千年鮭 東京 一般

荒　川　尚　子 練込撫子文鉢 千葉 一般

郡　　　正　一 瞑想2017 千葉 一般


