
日本陶磁協会奨励賞 中国・四国 入賞・入選者

鑑賞部門 ★＝奨励賞　◎＝審査員票満点　　　　
○＝入選

入選 活動地 作家名 名前読み 作品名
★ 山口県 田原 崇雄 タハラタカオ 萩流白釉鉢
◎ 鳥取県 森 和之 モリカズユキ 瑠璃釉壺
◎ 岡山県 神宝 一彰 シンポウカズアキ 備前白泥刷毛目炭化花器
◎ 岡山県 竹中 健次 タケナカケンジ HARU NO KOE
◎ 広島県 今田 拓志 イマダタクシ をる陶
◎ 山口県 渋谷 英一 シブヤエイイチ 黒彩器 －相－
◎ 香川県 植村 照男 ウエムラテルオ 線文鉢
◎ 香川県 島田 誠 シマダマコト 茜彩花器
◎ 香川県 田淵 太郎 タブチタロウ Barbaric White Vase
◎ 愛媛県 松谷 文生 マツタニフミオ 蒼
〇 鳥取県 坂本 章 サカモトアキラ 青瓷鉢
〇 島根県 岩佐 昌昭 イワサマサアキ 銀彩板
〇 島根県 高橋 幸治 タカハシコウジ 雲竜紋壺
〇 岡山県 池田 夕子 イケダユウコ 練込縞文盛器
〇 岡山県 石田 和也 イシダカズヤ 螺法広口花器
〇 岡山県 伊勢﨑 晃一朗 イセザキコウイチロウ 備前畝大鉢
〇 岡山県 伊勢﨑 創 イセザキソウ 備前篇壺
〇 岡山県 大桐 大 オオギリタイ 太陽
〇 岡山県 奥本 丸味 オクモトマルミ 備前花器
〇 岡山県 小西 陶藏 コニシトウゾウ 四方畝文花器「ボックス」
〇 岡山県 近藤 正彦 コンドウマサヒコ 備前広口花器
〇 岡山県 豊島 豊文 トヨシマトヨフミ 静星乱星
〇 岡山県 藤原 喜久代 フジワラキクヨ 陶花リース（アジサイ、ノイチゴ、ハナミズキ）
〇 岡山県 松本 優作 マツモトユウサク 備前花器 芯
〇 岡山県 宮尾 昌宏 ミヤオマサヒロ 備前堆線文広口花器
〇 岡山県 森 一朗 モリイチロウ Void
〇 岡山県 矢野 清和 ヤノキヨカズ 海の道
〇 岡山県 吉井 清治 ヨシイセイジ 掛分鉢
〇 広島県 西村 芳弘 ニシムラヨシヒロ 「INSIDE」
〇 広島県 若狭 祐介 ワカサユウスケ 藍彩器
〇 山口県 岡田 泰 オカダヤスシ 淡青釉花器
〇 山口県 加藤 一郎 カトウイチロウ 常繋紋長皿
〇 山口県 厚東 孝明 コトウコウメイ 萩練上壺～梅の香～
〇 山口県 止原 理美 トメハラマサミ 黒陶壺 花霞
〇 山口県 古川 巻 フルカワマキ 無常
〇 徳島県 栗原 慶 クリハラケイ 青白磁抜絵草文鉢
〇 香川県 伊藤 信夫 イトウノブオ さぬき翠青瓷緋色鉢
〇 香川県 平岡 朋美 ヒラオカトモミ - northern lights -
〇 香川県 渡邉 有美 ワタナベユミ 灰白色釉鉢
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茶陶部門
入選 活動地 作家名 名前読み 作品名
★ 岡山県 高島 聡平 タカシマソウヘイ 備前引出盌
◎ 岡山県 柴岡 祐太 シバオカユウタ 備前茶盌
〇 島根県 岩佐 昌昭 イワサマサアキ 銀彩器
〇 岡山県 岡本 達弥 オカモトタツヤ 銀彩流文茶器
〇 岡山県 小山 末廣 コヤマスエヒロ 火襷重餅水指（蓋付）
〇 岡山県 齋藤 理 サイトウオサム 伊部花入
〇 岡山県 屋代 剛右 ヤシロゴウスケ 伊部茶盌
〇 岡山県 山下 今朝吾 ヤマシタケサゴ 備前窯変黒襷茶盌
〇 山口県 兼田 佳炎 カネタケイエン 萩茶盌
〇 山口県 兼田 知明 カネタトモアキ 萩茶盌
〇 山口県 金本 明夫 カネモトアキオ 萩茶盌
〇 山口県 佐久間 正和 サクママサカズ 萩灰被砧花入
〇 山口県 玉村 信一 タマムラシンイチ 萩茶盌
〇 山口県 松浦 無元 マツウラムゲン 白萩耳付水指
〇 愛媛県 中川 あゆみ ナカガワアユミ 初時雨

生活の器部門
入選 活動地 作家名 名前読み 作品名
★ 岡山県 金重 周作 カネシゲシュウサク 伊部変形向附（5客）
◎ 鳥取県 坂本 宗之 サカモトムネユキ 緑釉掛分組平皿
〇 鳥取県 杉本 義訓 スギモトヨシノリ モザイク紋角鉢（5客）
〇 島根県 福間 琇士 フクマシュウジ 長角スリップウェア皿
〇 島根県 目次 潤平 メツギジュンペイ 面取鉢（5客）
〇 岡山県 金重 陽作 カネシゲヨウサク 伊部皿（5客）
〇 岡山県 黒井 博史 クロイヒロシ 鉄釉幾何文組皿
〇 岡山県 小西 陶藏 コニシトウゾウ 緋襷手付組鉢（5客）
〇 岡山県 齋藤 香織 サイトウカオリ 染付線点文豆皿
〇 岡山県 乗松 美歩 ノリマツミホ 備前輪花組鉢（5客）
〇 広島県 渡邉 陽子 ワタナベヨウコ ORIORI NO IRO
〇 山口県 渋谷 英一 シブヤエイイチ 地ノ器
〇 山口県 広川 隆 ヒロカワタカシ 萩・染付花鳥文の器
〇 香川県 川井 佐織 カワイサオリ 泥彩魚子文組鉢（5客）
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