
都道府県 伝統的工芸品 認定区分 氏　　名 都道府県 伝統的工芸品 認定区分 氏　　名

山形県 置賜紬 総合部門 諏　訪　好　俊 福井県 越前打刃物 総合部門 黒　﨑　　　真

山形県 置賜紬 総合部門 新　田　源太郎 福井県 越前打刃物 総合部門 池　田　拓　視

山形県 置賜紬 総合部門 齋　藤　正　文 福井県 越前打刃物 総合部門 野　村　和　生

茨城県 結城紬 製織部門 関　　　佳代子 大阪府 大阪浪華錫器 総合部門 植　野　　　誠

茨城県 結城紬 染色部門 久保谷　　　覚 山形県 山形仏壇 金箔仕組部門 大　槻　信　也

茨城県 結城紬 製織部門 小　柳　阿佐子 愛知県 名古屋仏壇 加飾部門 松　原　敏　博

栃木県 結城紬 製織部門 荻　原　規　子 愛知県 名古屋仏壇 漆塗部門 伊　藤　大　輔

京都府 西陣織 製織部門 大　塚　　　卓 愛知県 名古屋仏壇 漆塗部門 藤　井　崇　普

京都府 西陣織 製織部門 島　口　幸　典 愛知県 名古屋仏壇 漆塗部門 櫛　田　信　明

京都府 西陣織 製織部門 室　門　耕一郎 愛知県 名古屋仏壇 漆塗部門 稲　田　　　篤

京都府 西陣織 製織部門 田　中　識　章 愛知県 名古屋仏壇 加飾部門 中　澤　幸　広

京都府 西陣織 製織部門 鈴　木　一　彰 愛知県 名古屋仏壇 加飾部門 菱　田　雄　介

京都府 西陣織 製織部門 塚　本　祐　子 愛知県 名古屋仏壇 仕組部門 寺　倉　弘　和

京都府 西陣織 意匠部門 北　村　博　史 愛知県 尾張仏具 彫刻部門 長谷川　謙　二

京都府 西陣織 染色部門 北　村　直　史 愛知県 尾張仏具 金具部門 野　依　克　彦

福岡県 博多織 製織部門 古　賀　陽　子 愛知県 尾張仏具 漆塗部門 横　井　且　英

福岡県 博多織 製織部門 岡　部　由紀子 愛知県 尾張仏具 漆塗部門 浅　川　　　忠

福岡県 博多織 製織部門 平　田　靖　子 愛知県 尾張仏具 漆塗部門 忍　　　宏　哉

福岡県 博多織 製織部門 吉　田　香　織 愛知県 尾張仏具 彫刻部門 赤　澤　健　輔

鹿児島県 本場大島紬 意匠部門 南　　　晋　吾 京都府 京仏具 木製仏具部門 牧　野　俊　之

鹿児島県 本場大島紬 製織部門 髙　橋　絹　代 京都府 京仏具 木製仏具部門 中　谷　昌　弘

東京都 東京染小紋 染色部門 富　田　高　史 京都府 京仏具 木製仏具部門 杉　山　大　介

京都府 京友禅 手描部門 堀　　　陽一朗 京都府 京仏具 木製仏具部門 西　川　博　之

京都府 京友禅 手描部門 岩　﨑　優　剛 京都府 京仏具 金属製仏具部門 島　田　雅　喜

京都府 京友禅 手描部門 山　森　美　紀 京都府 京仏具 仏像彫刻部門 齋　藤　一　郎

京都府 京友禅 仕上部門 梅　染　建　一 京都府 京仏具 仏像彫刻部門 齋　藤　　　駿

京都府 京焼・清水焼 成形部門 齊　藤　孝　宏 島根県 石州和紙 総合部門 西　田　　　裕

京都府 京焼・清水焼 総合部門 加　藤　貴　富 島根県 石州和紙 総合部門 西　田　洋　子

京都府 京焼・清水焼 成形部門 田　中　　　大 茨城県 真壁石燈籠 総合部門 寺　西　俊　雄

京都府 京焼・清水焼 成形部門 竹　内　浩　二 茨城県 真壁石燈籠 総合部門 渡　辺　幸　雄

京都府 京焼・清水焼 成形部門 池　田　　　瑛 茨城県 真壁石燈籠 総合部門 松　崎　幸　司

京都府 京焼・清水焼 加飾部門 光　武　美　幸 福岡県 博多人形 総合部門 馬　場　千代子

佐賀県 伊万里・有田焼 加飾部門 池　田　哲　大 福岡県 博多人形 総合部門 中　村　信　喬

佐賀県 伊万里・有田焼 加飾部門 山　本　晋　寛 福岡県 博多人形 総合部門 光　石　　　貴

神奈川県 箱根寄木細工 総合部門 露　木　和　孝 福岡県 博多人形 総合部門 小副川　太　郎

神奈川県 箱根寄木細工 総合部門 本　間　博　丈 福岡県 博多人形 総合部門 田　中　勇　気

神奈川県 箱根寄木細工 総合部門 所　澤　　　公 福岡県 博多人形 総合部門 緒　方　恵　子

静岡県 駿河竹千筋細工 総合部門 杉　山　茂　靖 福岡県 博多人形 総合部門 野　田　祐　輔

和歌山県 紀州へら竿 総合部門 大　福　勝　好 福岡県 博多人形 総合部門 宮　永　　　誉

和歌山県 紀州へら竿 総合部門 米　田　喜　彦 福岡県 博多人形 総合部門 田　中　　　勇

和歌山県 紀州へら竿 総合部門 萩　原　弘　治 東京都 江戸切子 総合部門 山　田　のゆり

和歌山県 紀州へら竿 総合部門 山　田　幸　弘 東京都 江戸硝子 総合部門 内　藤　有　紀

岩手県 南部鉄器 総合部門 及　川　喜　徳 東京都 江戸硝子 総合部門 菊　池　和　彦

岩手県 南部鉄器 鍛造部門 菊　池　　　翔 京都府 京扇子 扇面加工部門 田　中　辰　治

千葉県 千葉工匠具 総合部門 八間川　義人（光月） 京都府 京扇子 扇子加工部門 千　葉　晃　治

東京都 東京アンチモニー工芸品 鋳造部門 山　口　政　治 京都府 京扇子 扇面加工部門 城　野　俊　宏

新潟県 越後三条打刃物 総合部門 田　齋　道　生 京都府 京扇子 扇面加工部門 福　井　裕　児

新潟県 越後三条打刃物 総合部門 飯　塚　正　行 石川県 金沢箔 総合部門 杉　本　泰　朗

富山県 高岡銅器 仕上部門 盤　若　砂代子 以上９７名
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