
第５２回日本伝統工芸近畿展 入選一覧 

受付番号 出品者名 

 

【陶芸】 

1001 村嶋 繁則 

1002 西尾 瑞舟 

1003 織田 阿奴 

1004 竹内 保史 

1005 保井 陶李 

1006 宮川 浩一 

1007 淺田 尚道 

1008 市野 秀作  

1009 大岩 智之 

1010 古谷 和也 

1011 堀口 萬華 

1012 金田 萌永 

1013 竹田 阿野胡 

1014 古賀 大介 

1015 勝尾 孝子  

1016 上田 直方 

1017 加藤 喜代司 

1020 市岡 和憲 

1022 小林 勇超 

1024 壼井 義統 

1026 堀江  亘 

1027 山中 辰次 

1028 ﾋﾟｰﾀｰ ﾊｰﾓﾝ 

1029 森田 由利子 

1030 小谷 日以呂 

1031 加藤 和宏 

1032 谷  一郎 

1033 東本 和宏 

1035 上田 至克 

1037 山本 義博 

1038 大松 孝寿 

1039 横山 真理子 

1040 蒲田 久代 

1041 西村 直城 

1042 竹村 繁男 

1043 川口 保規 

1047 見野 大介 

1048 杉瀬 公美 

1049 野原 美恵 

1050 橋本 大輔 

1051 渡辺 大輔 

1052 久山 彰子 

1053 坂上 竹造 

1054 吉田  貢 

1055 古谷 剛敏 

1056 西郡 公 

1058 田中 淳貴 

1059 西田 一美 

1060 嶋本 博文 

1062 武田 朋子 

1063 小牧 鉄平 

1064 清瀬 光洋 

1065 岸川 博人 

1066 内田  雅 

1068 古野 勢兒 

1069 牧野 敦子 

1071 西岡 みどり 

1072 西川 光男 

1073 神﨑 継春  

1074 鎌田 幸二 

1075 尾屋 貴文 

1076 伊東  晃  

1077 水野 皓介 

1078 迫  能弘 

1079 木村 展之 

1081 糸井 康博 

1082 荒川  智 

1083 松川 和弘  

1084 飯山 園子 

1085 荒井 ゆきえ 

1086 小林 正人 

1087 本多 亜弥 

1088 神﨑 秀策  

1089 清水 宏章 

1090 國定 克彦  

1091 山内  駿  

1092 岡田  優 

1093 加藤 清和 

1094 多賀井 正夫  

1095 たにぐち ちさと  

1096 柴田 良三 

1097 清水 一二  

1098 樋口 邦春 

1099 猪飼 祐一 

1100 清水 保孝 

1101 石橋 裕史 

1102 神農  巌  

 

【染織】 

2001 松木 眞澄 

2002 山下 普子 

2003 長岡 美江 

2004 森口 邦彦 

2005 芦田 崇 

2006 平谷 悠律子 

2007 後藤 敦子 

2008 堤 小夜 

2010 田尻 麗 

2013 村井 裕子 

2014 長田 けい子 

2015 木戸 源生 

2016 大村 幸太郎 

2017 池田  顯 

2018 澤田 麻衣子 

2019 村山 正夫 

2020 福村  健 

2021 中田 裕理 

2022 中田 裕理  

2023 坂井  修 

2024 坂井  洋 

2025 湯本 エリ子 
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2026 今村 妙子 

2027 羽田  登 

2028 村上 良子 

2029 吉川 敦子 

2030 上原 晴子 

2031 小倉 淳史 

2032 武部 由紀子 

2034 東  敏男 

2035 海老ヶ瀬 順子 

2036 宮入  映 

2037 佐野 美幸 

2038 中川 正洋 

2039 細見  巧 

2040 高瀬 和里 

2041 勝田 保子 

2042 濵﨑 明美 

2043 田中 優子 

2044 宮崎 理知子 

2045 大塚 恵梨香 

2046 竹内 洋子 

2047 根来 節子 

 

【漆芸】 

3003 小西 寧子 

3004 人見 祥永 

3005 江藤 國雄 

3006 追立 睦 

3007 山本  哲 

3008 岸本 圭司 

3009 北村 昭斎 

3010 竹岡 千穂 

3011 三木 表悦 

3012 山本 蓉子 

 

【金工】 

4001 野村 長春 

4002 中條  新 

4003 山崎 誠一 

4004 大江 裕一 

4006 植田 千香子 

4007 上田  稔 

4009 角谷 征一 

4010 山尾 みずほ 

4011 髙井 泰子 

4012 山本 夏顕 

4013 中村 鎚舞 

4014 髙橋 阿子       

4015 角谷 圭二郎 

4016 角谷 勇圭 

 

【木竹工】 

5001 奥野 加保莉 

5002 上野 孝志 

5003 天野  豊 

5004 天野  豊  

5005 福西 良笙 

5006 岩井 雄介 

5009 玉村 嘉章 

5010 角野 弘幸 

5011 三浦 信一 

5013 佐野 佳代子 

5014 松原  輝 

5015 東  清和 

5016 市川 正人 

5017 松本 高次 

5018 髙江 クルム 

5020 村上  徹 

5021 角田 誠治 

5022 中村 恵美加 

5023 清水 悠生 

5024 市川 陽菜 

5025 上床 敏紀 

5026 田辺 竹雲斎 

5027 宮本 貞治 

5028 甲斐 幸太郎 

5029 村山  明 

【人形】 

6001 林  駒夫 

6002 島田 真親 

6003 山田 光子 

6004 岡  弘美 

6005 薮  京子 

6006 島田 耕園 

6009 岩田 啓子 

6010 井上 楊彩 

6011 森  優子 

6012 木野 光子 

6013 満丸 正人 

6015 青江 桂子 

6016 木村 美智子 

6017 岡本 祐治 

6018 小鑓 久枝 

 

【諸工芸】 

7001 川原 有造 

7003 酒井 範子 

7005 石田 知史 

7006 田上 恵美子 

7007 中村 佳睦 

7008 土橋 隆弘 

7009 西 眞り子  

7010 中埜 朗子 

7011 芳森 栄子 

7012 石田 悦子 

7014 村上 茂子 

7015 西野 尚子  

7016 渡邊  明 

7017 藤野 聖子 


