
部門 1 

テーブルウェア・オリジナルデザイン部門

大賞・経済産業大臣賞

練込暈線輪花組皿
江沢 規予

最優秀賞・東京都知事賞

花が咲く
畠中 陽一

優秀賞・東京都庭園美術館賞

KURO-saki
松浦 健司

川上麻衣子審査員賞

翼の風光
齋藤 巍

三田村有純審査員賞

彩練上　四方鉢
長江 哲男

片山まび審査員賞

釉はじき皿～千紫万紅～
野原 美恵

色・iro cup & saucer
佐伯 香世

入賞作品

入選作品

【優秀賞】
流紋の器
木村 正人 【優秀賞】

酒器　黒海
桑升 桃子

【佳作】
1/ｆゆらぎ

ウォルシュ 香織 【佳作】
「伐根（バッコン）」盛木

須藤 賢一

【佳作】
山桜と黒檀のデザートペアグラス

MOKU glass 【佳作】
葉の光
靏林 舞美

【佳作】
色織りのうつわ～光明～

鄭 継深

秋山 ゆかり練り込み『五弁花皿』 荒木 織賀アースのお茶会 伊藤 能子足付き　黒泥皿

大塚 くるみリンクル（4個組） 大塚 くるみdesert 小田 紋子六花

小野田 愛子ryosen 並木 智香子noire_blanc 木内 洋介練込綾杉紋様八方皿

北川 不三男布目葱坊主紋組皿 木田 裕美ペア幾何学模様鉢 木村 正昭波のステージ

齋藤 恵子foresty 重田 啓子風 高木 晃久はぁっとハート

高地 佐代子波乗り鯛焼き舟形器 出町 裕子お重「Four Seasons」 寺澤 里美練上花紋鉢 ブーケ

藤八屋　塩士 純永魯山人に傚う　”須田菁華” 陶房　火風水Éternité 永遠の食卓 常世田 茂絵付組鉢

長島 保之フェンネル － Bowl 新納 虫太郎Flourish 長谷川 祐子光のロンド

福井 敏治光輝 本多 美也子五色椿に思いを寄せて 大上 博うきうき

木村 正人秋の器 塩安 愛子SWING　CUP　揺 松山 昇司ザラザラ

森本 勒弥二段シダ文皿 板倉 由子三角組皿~雅 ~ 晶阿弥 博子彩漆玻璃酒盃ひれシリーズ

園田 芙美子あの空まで（パート・ド・ヴェール） 高橋 典子わくわく 唐梨子 あやかWater Crown

深谷 なをみハレの日に 藤井 哲信阿波藍に寄せる想い 三浦 静香net bowl

湯浅 明子水面の華 大木 しのぶ大きくなったね♪



部門 2

テーブルウェア・コーディネート部門

大賞・経済産業大臣賞

春、花と器の饗宴～再会を祝う～
日下 莉絵

最優秀賞

母の米寿 -満月と祝ふ-
上田 麗華

優秀賞・行正り香審査員賞

MOMOTOSE ～百歳～
石濵 裕子

優秀賞・東京都庭園美術館賞

ドウダンツツジの木の下で
本松 美枝子

加藤タキ審査員賞・佳作

七夕　願いが叶う夜
～Life is brilliant~

曽山 百華

服部幸應審査員賞

錦秋を感じながら
～金婚式に乾杯～

高山 祐子

優秀賞・東京都知事賞

大人への序章
河野 浩子

木村ふみ審査員賞

銀杏黄葉いちょうもみじ
“錦秋の秋に感謝”

中村 美和子

入賞作品

入選作品

【佳作】
再会を祝うテーブル “Semi European Style”

見越 尚美
【佳作】

Happy 4th of July ！
大石 育子

【佳作】
うちのお正月
真栄城 いづみ 【佳作】

一陽来復 ～ユールの祈り～
水谷 美枝子・米持 祐子

石川 里奈ようこそ！小さな相棒 篠宮 日菜子春の祝宴 “Welcome to Japan” 沼部 裕子真っ白に生まれてきた君の十歳（ととせ）の祝い

藤井 ひとみジヴェルニーの庭に思いを馳せて 森山 ゆかフィンランドと日本の国交100周年を想い、乾杯！ 吉岡 里江子清明 ～桜と青空とあの日の想い出と～

青木 瑞穂ゴルフ仲間と庭飲み、風の宴 伊藤 佳代・田上 慶子翠 伊藤 六都美好きな紫陽花の季節

Ena･feel
短冊に願いを込めて

～和歌を愉しむ夕暮れの七夕～
影森 幸代蓮咲いて、夫婦で祝う爽やかな季節（とき） 佐々 木美智子

セカンドキャリアへ
～新しい日々の始まりに～

清水 祐子引越祝いを兼ねた夏越ごはん 早川 由紀舞姫の飛翔 宮本 幸子再会を祝して

渡辺 紫夕暮れの海辺で門出を祝う 石井 弘子夕やけこやけで… ～滋味豊かな秋の時間～ 伊藤 伊津子五穀豊穣 ～感謝の気持ちを添えて～

臼杵 美和十五夜の宴 宇田川 聡子親子で受け継ぐ祝い膳 榎 美樹子骨董で祝うミドルの結婚

金子 友子母の誕生日と石蕗の花 越野 希弥BUTTERFLY－両親の金婚式ー 佐原 ミチ子「秋麗」友と古希を祝う

末吉 昭美
定年退職、今までありがとう！
～無病息災を月に願う秋の宴～

永上 恵子今日の佳き日に 増岡 千秋大きな決断にエールを送る！家族の祝い

宮地 美子深まる秋に想いを馳せて 日下 絢子CHEER ～今日が始まりの日～ 佐伯 直枝一陽来復を祝う食卓 ～冬至～

佐藤 陽子温故知新 ～これからの私達に乾杯～ 清水 信子Noél blanc “白としろがねの世界” 南平 せつ子迎春の慶び ～縁を結ぶ～

畑 友紀山里のクリスマス 前島 敦子雪消月・春を迎える節会・我が家流 矢部 明子聖夜　made in Japan



特別審査部門

スイーツを愉しむ “器” コンテスト

最優秀奨励賞

集
駒井 秀伸

奨励賞

砂糖衣花雪舞う和傘の器
達 久美子

奨励賞

Kikka
松浦 健司

婦人画報賞

花片皿
小山 恵美

入選作品

秋葉 博美浮游華 荒井 将仁彩花 荒木 織賀ケーキバイキングプレート

伊藤 能子ハート　スイーツプレート 大塚 くるみコロン（2個組） 奥平 清正夢見る時間を共に

奥平 真穂私の茶藝　Ryukyu Style 鍵谷 かず美方形皿　窯変　朱黄金「琳」 木内 洋介綾杉紋様練込皿

北川 不三男ストライプ組器 木田 裕美ペア　カラフルコンポート 木村 正昭とびかんな平菓子皿

熊倉 龍一雲海 齋藤 巍市松文蓋付三重丸箱 佐藤 芳明織部四方銘々皿

高木 晃久のせてみそ 高地 佐代子三足チョコレートクリーム鉢 津田 保太郎貝の小皿さまざま

出町 裕子角皿「なごり雪」 寺澤 里美練上花紋輪花組皿 鳥嶋 一義ミキシング

新納 虫太郎Flare 野原 美恵釉はじき　JIKIRO　～重陽～ 花見 昌道磯遊び

福井 敏治光束（菓子皿５個組） 藤原 喜一郎green ribbon plate 藤原 正夫輪花台付器

松本 尚子丸足あわ色楕円皿 山田 浩子琉球かすり・練り込み皿 山田 浩子こぎん刺し模様・練り込み皿

山本 真郎朔 山本 朋子森のナイショ話 横溝 多恵子５つのリンゴ皿

塩安 愛子曙　akebono 畠中 陽一パオ 畠中 陽一メッシュボックス

あおの めぐみcolorful beans 板倉 由子祝いの器 植松 直江花

高橋 典子ゆらゆら桑升 桃子泡の器 園田 芙美子春を待つ（パート・ド・ヴェール）

堂前 久子波皿～赤と青竹尾 靖新緑 竹下 芽衣surprise

藤井 哲信For my sweets中西 真紀schön 畠中 智子映える白くま

吉岡 由美子木々のせせらぎ毛利 夏絵sweets pot 保木 詩衣吏雪の詩　ゆがみ平皿

スイーツを愉しむ “食卓” コンテスト

最優秀奨励賞

讃岐の正月欲張りスイーツ
川上 響子

奨励賞

大きな和栗のモンブランと中国茶の
アフタヌーンティー

白井 直子

奨励賞

おうち甘味処
松本 彩

婦人画報賞

おいりソフトをさぬき漆器で愉しむ
真鍋 幸子

入選作品

粟村 千晶重箱で楽しむ和のアフタヌーンティー 伊藤 六都美おうちで和スイーツタイム 上木 美枝錦秋 ～白山 の思い出～

大石 育子いつまでも Enjoy＆Smile で♪ 小口 三千代菊日和　和菓子の醍醐味 河野 浩子サクラの咲く頃

本松 美枝子しぼりたてのモンブラン 吉田 孝子Love 備前焼♡慶びの卒寿 渡辺 幸代真摯に愉しむ朔餅

岸田 有紀
楓蔦黄　晩秋の収穫祭

～友人を招いておうちアフタヌーンティー～
名古屋 知佳Amazon 八鳥 木綿子竹とタイルで SDGs 和のアフタヌーンティー


