
賞 № 作家名 作品名
美濃茶盌大賞 25 黒岩　達大 緑釉茶垸

金　 　賞 22 川合　正樹 灰釉茶盌
銀　 　賞 26 齋木　俊秀 織部彩⽂茶盌

東濃信用金庫賞 19 加藤　三英 ⻩瀬⼾茶盌
特 待 者 14 加藤　孝造 瀬⼾⿊茶盌
特 待 者 5 安藤 日出武 ⻩瀬⼾茶盌
特 待 者 34 玉置　保夫 織部茶垸
特 待 者 38 林　正太郎 ⻤⿊割⾼台茶垸
特 待 者 15 加藤 幸兵衛 紫銹彩茶垸
特 待 者 37 林　恭助 耀変流光彩埦
特 待 者 31 曽根　洋司 精炉器⽩釉茶盌
特 待 者 4 安藤　 工 志野彩⽂茶盌

賞 № 作家名 作品名
入　　選 1 青山　鉄郎 碧彩茶盌
入　　選 2 青山　双渓 灰釉茶盌
入　　選 3 東 　正之 波花茶盌
入　　選 6 安藤　博允 御深井茶碗
入　　選 7 安洞　雅彦 織部⿊茶碗
入　　選 8 大野　繁保 灰釉茶盌
入　　選 9 小川　哲央 薪窯⻩瀬⼾茶碗
入　　選 10 小木曽 教彦 志野茶碗 銘「茜」
入　　選 11 小栗　賢悟 ⻘磁茶盌
入　　選 12 小栗　大幸 粉引茶盌
入　　選 13 加藤　摑也 瀬⼾⿊茶盌
入　　選 16 加藤　尊也 志野茶盌
入　　選 17 加藤　土代久 かさねの⾊⽬茶盌
入　　選 18 加藤　真美 茶碗
入　　選 20 加藤　保幸 彩茶盌
入　　選 21 加藤　裕子 ⾚織部茶碗
入　　選 23 木村　元 瑠璃美濃茶盌
入　　選 24 久野　勝生 志野茶盌
入　　選 27 酒井　玲子 オリベ茶碗
入　　選 28 阪口　浩史 桃紫茶盌
入　　選 29 佐藤　和次 織部茶盌
入　　選 30 柴田　育彦 志野茶碗
入　　選 32 曽根　芳之 ⿏志野茶盌
入　　選 33 瀧口　喜兵爾 茜織部
入　　選 35 冨岡　大資 点刻⽂茶盌
入　　選 36 二十歩文雄 ⽳窯灰釉⾯取茶垸
入　　選 39 林　英樹 線刻⽩桃茶盌
入　　選 40 細川　令子 ⻘⽩磁茶盌翆⾬
入　　選 41 堀　俊郎 志野茶盌
入　　選 42 堀　和蔵 刻⽂茶盌
入　　選 43 牧田　博義 織部⾯取茶盌
入　　選 44 三方　敏行 梅花⽪釉茶碗
入　　選 45 水野　しづ ⾚茶盌
入　　選 46 水野　雅之 織部茶盌
入　　選 47 向井　一峰 織部⿊茶盌
入　　選 48 森瀬　和廣 花開
入　　選 49 山口　美智江 ⽩雲釉盌
入　　選 50 若尾　圭介 焼〆茶碗
入　　選 51 若尾　昌宏 鼡志野茶盌
入　　選 52 和田　和文 ⻩瀬⼾茶盌
入　　選 101 菅原　信子 和でにむ
入　　選 104 井筒　敏彦 ⽞燿天⽬茶盌
入　　選 106 藤井　信彰 ラスター天⽬茶碗
入　　選 107 大林　裕子 淡墨
入　　選 108 斉藤　之康 炭化拭漆茶盌
入　　選 110 鈴木　邦宏 志野茶盌
入　　選 111 田中　佑子 茶碗
入　　選 112 田中　 源 ⽩⾦彩茶盌
入　　選 113 近藤　淳子 ⻘瓷茶盌
入　　選 114 鈴木　青宵 志⼾呂丹⿊茶碗
入　　選 115 中嶋　 徹 織部茶盌
入　　選 116 佐々木　二郎 織部⿊茶盌
入　　選 117 松岡　孝司 志野茶盌
入　　選 118 加藤　真一 ⽲⽬天⽬茶碗
入　　選 120 加藤　日出 焼締〆茶盌
入　　選 121 加藤　 裕 藍彩茶盌
入　　選 122 旭 　守男 粉引茶盌
入　　選 124 谷口　 治 志野茶盌
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