
№ 区分 作者氏名 作品名 国名

1
グランプリ
外務大臣賞

麻 匯源 Porcelain series 中華人民共和国

2
金賞

経済産業大臣賞
 (株)セラミック・ジャパン Act/ 日本

3
銀賞（陶芸）
文部科学大臣賞

VILMA VILLAVERDE Life アルゼンチン共和国

4
銀賞（ﾌｧｸﾄﾘｰ）

中小企業庁長官賞
studio record/宮部 友宏 橦木町長屋のタイル 日本

5
銀賞（ｽﾀｼﾞｵ）

中小企業庁長官賞
酒井 智也 The view 日本

6
銅賞（陶芸）
岐阜県知事賞

加藤 智也 Intron 2019-1 日本

7
銅賞（陶芸）
岐阜県知事賞

THOMAS SCHMIDT Notebook Series アメリカ合衆国

8
銅賞（ﾌｧｸﾄﾘｰ）
岐阜県知事賞

secca inc./柳井 友一 Architectural Ware（建築的な器） 日本

9
銅賞（ｽﾀｼﾞｵ）
岐阜県知事賞

松村 淳 Ergo-pot （ド・ケルバン病） 日本

10
審査員特別賞

建畠晢 審査員長
OLEKSANDR MIROSHNYCHENKO Head Nr.27 ウクライナ

11
審査員特別賞
榎本徹 審査員

加藤 一郎 布目彩色廻繋紋器（ぬのめさいしき　かいけいもんき）　 日本

12
審査員特別賞

前田昭博 審査員
中村 清吾 白磁鉢 日本

13
審査員特別賞

藤森照信 審査員長
鈴木 珠美 ハンドパワー 日本

14
審査員特別賞

唐澤昌宏 審査員
MARGOT THYSSEN Twins ベルギー王国

15
審査員特別賞

金島隆弘 審査員
DOROTHY FEIBLEMAN 新しい浮き構造施釉練り込み技法波形模様ボーンチャイナ食器類 - 2色 日本

16 坂﨑重雄ｾﾗﾐｯｸｽ賞（陶芸） 山浦 陽介 白尖 日本

17 坂﨑重雄ｾﾗﾐｯｸｽ賞（デザイン） 青木 岳文 cylinder 日本

18 入選（陶芸部門） 高田 治 金属と土と私 日本

19 入選（陶芸部門） 奥田 博土 時空へ 日本

20 入選（陶芸部門） 高田 吉朗 在　ーZAI ー 日本

21 入選（陶芸部門） 石山 哲也 ディンプル・コア 日本

22 入選（陶芸部門） 史 振宇 Vessel elements 1 中華人民共和国

23 入選（陶芸部門） 木村 洋子 鵠　‐クグヒｰ 日本

24 入選（陶芸部門） 高橋 ひろし 変成する生 日本

25 入選（陶芸部門） KATHARINA KLUG Two in one 英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）

26 入選（陶芸部門） OLEKSANDR MIROSHNYCHENKO Head Nr.25 ウクライナ

27 入選（陶芸部門） 鳥谷部 圭子 時間のサイクル 日本

28 入選（陶芸部門） 東村 亜矢 瞬ーまたたく 日本

29 入選（陶芸部門） 郭 リ 《Clean-Still》 中華人民共和国

30 入選（陶芸部門） 田中 右紀 アジアの雲 日本

31 入選（陶芸部門） 大塚 くるみ クレイン 日本

32 入選（陶芸部門） 丁 嘉偉 The order of light 中華人民共和国

33 入選（陶芸部門） 翁 程軒 Extending life to the land 台湾

34 入選（陶芸部門） 明姝 李 Curve No.8 中華人民共和国

35 入選（陶芸部門） 愛榮 金 Pivot series_Dangerous landscape 大韓民国
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36 入選（陶芸部門） 徳川 浩 黄瀬戸壷 日本

37 入選（陶芸部門） 小形 こず恵 染付瓶「朝顔」 日本

38 入選（陶芸部門） JENS BALKERT Singing Birds デンマーク王国

39 入選（陶芸部門） 若狹 祐介 藍彩器 日本

40 入選（陶芸部門） 青山 鉃郎 渦潮（ウズシオ） 日本

41 入選（陶芸部門） 飯沼 耕市 銀泡彩鉢 日本

42 入選（陶芸部門） 矢次 美穂 boundary surface 日本

43 入選（陶芸部門） アサ佳 パンタレイ 日本

44 入選（陶芸部門） 小枝 真人 染付花器　金魚 日本

45 入選（陶芸部門） HONGMEI HOU Twins 中華人民共和国

46 入選（陶芸部門） 山本 幸嗣 風 日本

47 入選（陶芸部門） SUZY BALKERT Night And Day スイス連邦

48 入選（陶芸部門） 田中 陽子 群　-旦- 日本

49 入選（陶芸部門） 斎藤 悠奈 RH 日本

50 入選（陶芸部門） JOAN LURIE Untitled アメリカ合衆国

51 入選（陶芸部門） 李 雅雯 Outing 台湾

52 入選（陶芸部門） 魏 双斌 故郷のイメージ 日本

53 入選（陶芸部門） SCOTT ROSS Fudog アメリカ合衆国

54 入選（陶芸部門） 小笠原 森 きっかけをかさねる 日本

55 入選（陶芸部門） 山元 規子 卵殻 日本

56 入選（陶芸部門） Наталия Хлебцевич borderline state ロシア

57 入選（陶芸部門） 高橋 奈己 実と蕾 日本

58 入選（陶芸部門） 今田 拓志 をる陶 日本

59 入選（陶芸部門） 梅本 尋司 Folklore　〜 アイヌ 〜 日本

60 入選（陶芸部門） レオナルド バルトリーニ ステレ イタリア共和国

61 入選（陶芸部門） かのう たかお 壺中天アリ 日本

62 入選（陶芸部門） HELMIE BRUGMAN What About Me II オランダ王国

63 入選（陶芸部門） 宮島 正志 朧淡彩縞紋の器 日本

64 入選（陶芸部門） 宇佐美 成治 鳥の巣 日本

65 入選（陶芸部門） 稲葉 周子 葉器 日本

66 入選（陶芸部門） 弘庸 田島 Little Boy (Hiroshima Atomic Bomb) Yellow Banana Kong 〜Give Peace a Chance〜 アメリカ合衆国

67 入選（陶芸部門） SHARON BRILL Emergence series - Emergence 3 イスラエル国

68 入選（陶芸部門） RUTH HAZI METAMORPHOSIS イスラエル国

69 入選（陶芸部門） LIRON KAHANA STATE OF イタリア共和国

70 入選（陶芸部門） 淑慧 胡 Counterbalance Series 中華人民共和国

71 入選（陶芸部門） 出口 郁子 久遠実情 日本
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72 入選（陶芸部門） 神田 和弘 うつろう 日本

73 入選（陶芸部門） ク カネイ rings 中華人民共和国

74 入選（陶芸部門） 土井 洋佑 繁茂 日本

75 入選（陶芸部門） 市野 秀作 釉彩鉢 日本

76 入選（陶芸部門） 譚 丹武 "Ancient scenery series" 中華人民共和国

77 入選（陶芸部門） HSU-LUN HSU link 台湾

78 入選（陶芸部門） 尾澤 まや子 波の記憶 日本

79 入選（陶芸部門） VELIMIR VUKICEVIC Gloomy day セルビア共和国

80 入選（陶芸部門） 金 炫映 NEW CHANCE 大韓民国

81 入選（陶芸部門） Dorothy Feibleman 要素と光 日本

82 入選（陶芸部門） 秀娘 林 Elf in the Forest 台湾

83 入選（陶芸部門） DAVID POTTINGER BLUE STREAM オーストラリア連邦

84 入選（陶芸部門） 稲吉 オサム 渥美蓮弁文破崩壷 日本

85 入選（陶芸部門） SANVER ÖZGüVEN White_Gcode_Vase トルコ共和国

86 入選（陶芸部門） 木野 智史 Oroshi-Spiral 日本

87 入選（陶芸部門） SALİH VEYSEL ÖZEL Tablet Plates Of The Time トルコ共和国

88 入選（陶芸部門） AVITAL AVITAL Humming Bird イスラエル国

89 入選（陶芸部門） JINHWI LEE Reflection GK 大韓民国

90 入選（陶芸部門） STEPHANIE MARIE ROOS inside and outside ドイツ連邦共和国

91 入選（陶芸部門） MARIA GESZLER GARZULY Amazonas Meteorite ハンガリー共和国

92 入選（陶芸部門） IHOR KOVALEVYCH Conversation312 ウクライナ

93 入選（陶芸部門） EINAT COHEN salmon bowl . イスラエル国

94 入選（陶芸部門） 玄 尚哲 独白 大韓民国

95 入選（陶芸部門） 崎山 隆之 聴涛 日本

96 入選（陶芸部門） 由良 りえこ 演舞する自遊な箱 日本

97 入選（陶芸部門） 今野 朋子 生の器 日本

98 入選（陶芸部門） HONGYAN XU Time and tide 中華人民共和国

99 入選（陶芸部門） VIORICA BOCIOC Ennobled Surface ルーマニア

100 入選（陶芸部門） 西澤 伊智朗 夕暮れの食物連鎖２０２０ 日本

101 入選（陶芸部門） 津金 日人夢 青瓷平壺‐水天彷彿‐ 日本

102 入選（陶芸部門） ERIKA ÉLES-VARGA Threshold I.-II. ハンガリー共和国

103 入選（陶芸部門） MARIANNE HUOTARI Mandarin Garden フィンランド共和国

104 入選（陶芸部門） ANNE TüRN FIRE エストニア共和国

105 入選（陶芸部門） 富田 美樹子 始祖の形 日本

106 入選（陶芸部門） URIEL H. CASPI Post-humans Duo イスラエル国

107 入選（陶芸部門） 大石 早矢香 秘めリンゴ ー無眼耳鼻舌身意ー 日本
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108 入選（陶芸部門） 藤田 真理乃 風に詠う 日本

109 入選（陶芸部門） 佐藤 典克 縒器2019 日本

110 入選（陶芸部門） 増原 嘉央理 紅白鮮斜陽　-2001- 日本

111 入選（陶芸部門） 寺内 聖子 ceratex 日本

112 入選（陶芸部門） 後藤 秀樹 志野　海神 日本

113 入選（陶芸部門） 吴 建毅 The weight life can bear 中華人民共和国

114 入選（陶芸部門） JIAYING LU The Thousand and One Nights 中華人民共和国

115 入選（陶芸部門） 昊宇 吴 New Stoneware2017-5 中華人民共和国

116 入選（陶芸部門） Jovana Čavorović さなぎ セルビア共和国

117 入選（陶芸部門） 石井 藍子 捨象 日本

118 入選（陶芸部門） 佐野 はるか 佇思 日本

119 入選（陶芸部門） 青木 昌勝 氷青磁鉢 日本

120 入選（陶芸部門） 卞 小東 water 中華人民共和国

121 入選（陶芸部門） 豊福 博 自然練込花器 日本

122 入選（陶芸部門） EMILY CONNELL The New Columbia Encyclopedia; (white) アメリカ合衆国

123 入選（陶芸部門） 波多野 祐希 matou 日本

124 入選（陶芸部門） DIANA BUTUCARIU Templum VI ルーマニア

125 入選（陶芸部門） 山口 美智江 ヴィーナス 日本

126 入選（陶芸部門） 井倉 幸太郎 青白磁面取壺 日本

127 入選（陶芸部門） 曾 士榮 Art of Flowers & Vines 台湾

128 入選（陶芸部門） 元徳 王 Awakening Emotional 台湾

129 入選（陶芸部門） 西野 希 馴化 日本

130 入選（陶芸部門） 大前 史 深深 日本

131 入選（陶芸部門） 石井 和洋 煌彩二重円形切子紋器 日本

132 入選（陶芸部門） 羽鳥 恵子 彩泥象嵌平鉢 日本

133 入選（陶芸部門） 東金 聖 迫る赤の煙 日本

134 入選（スタジオ分野） 岩田 義實 PLATE４ 日本

135 入選（スタジオ分野） チョ ジェヒョン グラン・ブルー 大韓民国

136 入選（スタジオ分野） 芳芳 牛 proton's teahouse 中華人民共和国

137 入選（スタジオ分野） 北原 睦史 Peel 日本

138 入選（スタジオ分野） 青木 岳文 vase 日本

139 入選（スタジオ分野） 片山 亜紀 層 日本

140 入選（スタジオ分野） MIN DING Tea wine jug 中華人民共和国

141 入選（スタジオ分野） 齋木 俊秀 寄せ板和皿 日本

142 入選（スタジオ分野） 堀 貴春 白蟲・急須-カマキリ- 日本
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143 入選（スタジオ分野） 矢次 美穂 白磁茶碗（ひと泡） 日本

144 入選（スタジオ分野） 斎藤 悠奈 RH 日本

145 入選（スタジオ分野） GRAN GORDON Bread pot with wooden lid ドイツ連邦共和国

146 入選（スタジオ分野） 田上 知之介 コーヒーウェア 松本シリーズ 日本

147 入選（スタジオ分野） 池崎 照夫 面構成デザインカップ 日本

148 入選（スタジオ分野） MENGTAI CHEN In the bamboo forest 中華人民共和国

149 入選（スタジオ分野） 浩 杜 bites and sips 中華人民共和国

150 入選（スタジオ分野） Nathalie Lautenbacher 戦艦食器 フィンランド共和国

151 入選（スタジオ分野） HASAN ŞAHBAZ Art Boxes トルコ共和国

152 入選（スタジオ分野） 銘順 卓 Cyborg X（teapot） 台湾

153 入選（スタジオ分野） IHOR KOVALEVYCH Bird ウクライナ

154 入選（スタジオ分野） 大道 宏美 Blue×White 日本

155 入選（スタジオ分野） Yujie Noel Huang 急流 シンガポール共和国

156 入選（スタジオ分野） 新留 直人 LUMI フィンランド共和国

157 入選（スタジオ分野） MILICA KNEZEVIC Flower wall セルビア共和国

158 入選（スタジオ分野） IRINA RAZUMOVSKAYA GRID VASES ロシア

159 入選（スタジオ分野） チョウ ブンセイ 重影 中華人民共和国

160 入選（スタジオ分野） PANG WEI Bamboo Shadows in Free Wind 中華人民共和国

161 入選（スタジオ分野） KAI ZHANG continue 中華人民共和国

162 入選（スタジオ分野） 須田 あゆみ スケアリーウォール 日本

163 入選（スタジオ分野） BROOKS OLIVER Zipper アメリカ合衆国

164 入選（ファクトリー分野） (株)深山/柴田 正太郎 white_line 日本

165 入選（ファクトリー分野） (株)深山/松田 絵里加 gaku-楽小皿- 日本

166 入選（ファクトリー分野） secca inc./柳井 友一 Encroaching Ware（侵食していく器） 日本

167 入選（ファクトリー分野） ニッコー(株)/河崎 達洋 編 日本

168 入選（ファクトリー分野） ニッコー(株)/河崎 達洋 華 日本

169 入選（ファクトリー分野） 	廈門萬仟堂藝術品有限公司/丁 嫣紅 Wandering in Absolute Freedom・TEA SET 中華人民共和国

170 入選（ファクトリー分野） (株)虔山/山本 庸志人 無題 日本

171 入選（ファクトリー分野） 田上知之介 ＋ 市原製陶(株)/田上 知之介 コーヒーウェア Rシリーズ 日本

172 入選（ファクトリー分野） HIGHLAND STONEWARE LTD/DAVID GRANT Geostripes Square Set 英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）

173 入選（ファクトリー分野） 奥川 真以子 Bol Cafe au lait /かふぇ おれ ぼうる 日本

174 入選（ファクトリー分野） CRISPIN MCNALLY Polished Porcelain 英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）

175 入選（ファクトリー分野） 市原製陶(株)/孫 孝遠 クラウン 日本

176 入選（ファクトリー分野） 市原製陶(株)/孫 孝遠 ストライプ　プレート 日本

177 入選（ファクトリー分野） (株)Euclid/吉永 美帆子 ガリレオ・ガリレイ 日本

178 入選（ファクトリー分野） 黒河 兼吉 SKIN 日本
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