
1/2

萩大賞展Ⅴ入賞者・入選者一覧（佳作・入選者は五十順）

受賞 氏名 氏名読み 作品名 作品名読み 所在

大賞 止原理美 とめはら　まさみ 黒蜥蜴壺 くろとかげこ 山口県

岩国美術館賞 森山寛二郎 もりやま　かんじろう 切り継ぎ　香炉 きりつぎ　こうろ 福岡県

優秀賞 林友加 はやし　ゆか 志野茶碗 しのちゃわん 岐阜県

優秀賞 岡田泰 おかだ　やすし 淡青釉茶盌 たんせいゆうちゃわん 山口県

優秀賞 仲岡信人 なかおか　のぶひと 彩色灰釉金彩茶盌 さいしきかいゆうきんさいちゃわん 兵庫県

審査員特別賞 玉村信一 たまむら　しんいち 萩茶盌 はぎちゃわん 山口県

審査員特別賞 田原形子 たはら　けいこ 香合～果てしなき流れの果てに こうごう～はてしなきながれのはてに～ 東京都

審査員特別賞 渡辺国夫 わたなべ　くにお 色絵金銀彩蓋物 いろえきんぎんさいふたもの 山梨県

佳作 今田陽子 いまだ　ようこ 清 せい 愛知県

佳作 上田敦之 うえだ　あつゆき 彩色化粧波線刻文花器 さいしょくけしょうなみせんこくもんかき 山口県

佳作 宇佐美直子 うさみ　なおこ 金銀彩白磁白龍船置花入 きんぎんさいはくじはくりゅうふねおきはないれ 大阪府

佳作 神田和弘 かんだ　かずひろ うつろう うつろう 鹿児島県

佳作 神田樹里 かんだ　じゅり 回帰 かいき 鹿児島県

佳作 國定克彦 くにさだ　かつひこ 赤彩線文花器 せきさいせんもんかき 京都府

佳作 坂倉正紘 さかくら　まさひろ 萩茶盌　大道粉引 はぎちゃわん　だいどうこひき 山口県

佳作 高島聡平 たかしま　そうへい 備前　盌 びぜん　わん 岡山県

佳作 高橋朋子 たかはし　ともこ 紅銀水指　暁の森 べにぎんみずさし　あかつきのもり 千葉県

佳作 田原良蔵 たはら　りょうぞう 青彩線象嵌茶碗 せいさいせんぞうがんちゃわん 東京都

佳作 古野勢兒 ふるの　せいじ 鉄釉四方鉢 てつゆうしほうばち 大阪府

佳作 宮島正志 みやじま　まさし 茶盌 ちゃわん 東京都

佳作 守繁徹 もりしげ　とおる 萩栄志四方水指 はぎえいしよほうみずさし 山口県

佳作 安永頼山 やすなが　らいざん 唐津茶盌 からつちゃわん 佐賀県

佳作 渡邉陽子 わたなべ　ようこ ORIORI NO IRO おりおり　の　いろ 広島県

上野浩平 あがの　こうへい 青磁象嵌茶碗「縹渺」 せいじぞうがんちゃわん「ひょうびょう」 熊本県

旭守男 あさひ　もりお 灰釉炭化花器 かいゆうたんかかき 岐阜県

東香織 あずま　かおり 碗　かい わん　かい 茨城県

阿部綾子 あべ　あやこ 叩凹文花入　小雪 たたきおうもんはないれ　こゆき 愛知県

市野秀作 いちの　しゅうさく 灰釉彩水指 はいゆうさいみずさし 兵庫県

伊藤公洋 いとう　こうよう 志野彩文盤 しのさいもんばん 愛知県

伊藤公洋 いとう　こうよう 黄瀬戸花器 きせとかき 愛知県

伊藤廣幸 いとう　ひろゆき ボウル ぼうる 山口県

伊藤眞波 いとう　まなみ 紬紋菓子鉢 つむぎもんかしばち 山口県

今田拓志 いまだ　たくじ をる陶 をるとう 広島県

今田拓志 いまだ　たくじ をる陶 をるとう 広島県

今西泰赳 いまにし　ひろたけ 盌　細胞塊 わん　さいぼうかい 石川県

岩﨑真理子 いわさき　まりこ 芦花 ろか 山口県

岩﨑真理子 いわさき　まりこ 美は乱調にあり びはらんちょうにあり 山口県

岩田義實 いわた　よしみ 水指 みずさし 佐賀県

宇髙輝彦 うたか　てるひこ 迎死刻生　いのち げいしこくせい　いのち 大阪府

大西左朗 おおにし　さとき 信楽水指シ しがらきみずさし 滋賀県

岡田泰 おかだ　やすし 淡青釉花器 たんせいゆうかき 山口県

奥川真以子 おくがわ　まいこ 蕾茶盌 つぼみちゃわん 佐賀県

奥川真以子 おくがわ　まいこ 銹釉茶盌 さびゆうちゃわん 佐賀県

金子司 かねこ　つかさ 縷々水指 るるみずさし 山口県

金子信彦 かねこ　のぶひこ 釉剥半月花入 ゆうはぎはんげつはないれ 山口県

兼田知明 かねた　ともあき 白萩丸水指 しらはぎまるみずさし 山口県

兼田知明 かねた　ともあき 萩粉引組皿 はぎこひきくみざら 山口県

竹村繁男 かねむら　しげお 陽向釉壺 ようこうゆうつぼ 京都府

金本卓也 かねもと　たくや 織部茶碗 おりべちゃわん 奈良県

河原卓也 かわはら　たくや 象嵌筒描茶碗 ぞうがんつつがきちゃわん 東京都

北川智浩 きたがわ　ともひろ 白磁水氷文花入 はくじすいひょうもんはないれ 北海道

北川智浩 きたがわ　ともひろ 白磁水氷文鉢 はくじすいひょうもんはち 北海道

熊倉龍一 くまくら　りゅういち ケツァール けつぁーる 埼玉県

肥沼美智雄 こいぬま　みちお 花生 はないけ 栃木県

厚東孝明 ことう　こうめい 鶉文壺 うずらもんつぼ 山口県

厚東孝明 ことう　こうめい 練上大鉢　～陽雅～ ねりあげおおばち　～ようが～ 山口県
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受賞 氏名 氏名読み 作品名 作品名読み 所在

坂悠太 さか　ゆうた 割高台茶碗 わりこうだいちゃわん 山口県

坂倉善右衛門 さかくら　ぜんえもん 月煌彩器 げっこうさいき 山口県

坂倉善右衛門 さかくら　ぜんえもん 月煌彩茶碗 げっこうさいちゃわん 山口県

坂本章 さかもと　あきら 淡青瓷茶盌 たんせいじちゃわん 鳥取県

坂本章 さかもと　あきら 青瓷水指 せいじみずさし 鳥取県

佐久間正和 さくま　まさかず 萩茶碗 はぎちゃわん 山口県

清水一二 しみず　いちじ 白釉碗 はくゆうわん 兵庫県

清水剛 しみず　たけし 刻紋銀彩茶盌 こくもんぎんせんちゃわん 兵庫県

多賀井正夫 たがい　まさお 青瓷花器 せいじかき 大阪府

高島聡平 たかしま　そうへい 備前耳付水指 びぜんみみつきみずさし 岡山県

高橋奈己 たかはし　なみ 白磁水指 はくじみずさし 東京都

田中講平 たなか　こうへい 萩茶碗 はぎちゃわん 山口県

田原崇雄 たはら　たかお 萩釉彩茶碗 はぎゆうさいちゃわん 山口県

田原崇雄 たはら　たかお 萩流白釉鉢 はぎりゅうはくゆうはち 山口県

田原陶兵衛 たはら　とうべえ 萩　割高台　茶盌 はぎ　わりこうだい　ちゃわん 山口県

丹羽シゲユキ たんば　しげゆき 白磁削手香合「しあわせのさずかり」 はくじけずりてこうごう　しあわせのさずかり 北海道

照井一玄 てるい　いちげん 装う よそおう 佐賀県

徳澤光則 とくさわ　みつのり 朝鮮唐津二彩茶碗 ちょうせんからつにさいちゃわん 福岡県

徳澤光則 とくさわ　みつのり 須恵唐津水指 すえからつみずさし 福岡県

徳澤守俊 とくざわ　もりとし 斑唐津皮鯨割高台茶碗 まだらからつかわくじらわりこうだいちゃわん 福岡県

德竹秀美 とくたけ　ひでみ 風化 ふうか 愛知県

都丸篤子 とまる　あつこ はくまんえい はくまんえい 神奈川県

冨川秋子 とみかわ　あきこ 氷青釉高坏　「氷解く」 ひょうせいゆうたかつき　こおりとく 神奈川県

中尾厚子 なかお　あつこ 白化粧線裂文水指 しろげしょうせんれつもんみずさし 島根県

中尾厚子 なかお　あつこ 掛分裂文水指 かけわけれつもんみずさし 島根県

仲岡信人 なかおか　のぶひと 炭化香炉 たんかこうろ 兵庫県

中村眞一 なかむら　しんいち 残雪 ざんせつ 山口県

中村裕 なかむら　ひろし 茜雪原六角水指 あかねせつげんろっかくみずさし 北海道

納富晋 のうとみ　すすむ 青萩ゆらぎ花器 あおはぎゆらぎかき 山口県

納富晋 のうとみ　すすむ 被青壺 かぶりあおつぼ 山口県

野坂和佐 のさか　かずさ 萩緑釉線彫鉢 はぎりょくゆうせんぼりばち 山口県

野坂和佐 のさか　かずさ 黒彩面取茶碗 こくさいめんとりちゃわん 山口県

伴裕子 ばん　ひろこ 水指　翠 みずさし　すい 山口県

樋口邦春 ひぐち　くにはる 青白磁潮流文花入 せいはくじちょうりゅうもんはないれ 奈良県

藤井謙次 ふじい　けんじ 萩井戸茶盌 はぎいどちゃわん 山口県

松浦洞心 まつうら　どうしん 白萩鎬流紋花入 しろはぎしのぎりゅうもんはないれ 山口県

松浦無元 まつうら　むげん 萩灰被り一重口水指 はぎはいかぶりひとえぐちみずさし 山口県

松浦無元 まつうら　むげん 白萩割高台茶盌 しろはぎわりこうだいちゃわん 山口県

松尾邑華 まつお　ゆうか 釉彩流しちらし文皿（銀河） ゆうさいながしちらしもんざら（ぎんが） 山口県

松野創平 まつの　そうへい 紅萩桜高台茶碗 あかはぎさくらこうだいちゃわん 山口県

松本頼明 まつもと　よりあき 備前　水指 びぜん　みずさし 岡山県

松本頼明 まつもと　よりあき 備前　宙水指 びぜん　そらみずさし 岡山県

宮島正志 みやじま　まさし 茶盌 ちゃわん 東京都

宮島正志 みやじま　まさし 朧淡彩縞紋の茶器 おぼろたんさいしまもんのちゃき 東京都

村尾一哉 むらお　かずや 白泥器 はくげいき 香川県

守繁徹 もりしげ　とおる 萩地土栄志茶盌 はぎじどえいしちゃわん 山口県

若狭祐介 わかさ　ゆうすけ 藍彩　水指 らんさい　みずさし 広島県

渡辺国夫 わたなべ　くにお 色絵茶器 いろえちゃき 山梨県

渡邉陽子 わたなべ　ようこ そらとうみのあわい そらとうみのあわい 広島県


