
２０２１／令和３年度伝統工芸士認定登録者名簿

２０２２年２月２５日

一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会

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

北海道 二風谷アットゥシ 総合部門 貝　澤　雪　子 新潟県 新潟・白根仏壇 漆塗・箔押部門 高　橋　是　博

北海道 二風谷アットゥシ 総合部門 藤　谷　るみ子 新潟県 新潟・白根仏壇 漆塗・箔押部門 松　原　光　輝

東京都 多摩織 製織部門 岡　本　孝　之 京都府 京仏壇 蒔絵彩色部門 吉　岡　尚　美

東京都 多摩織 製織部門 梅　澤　瑛　子 京都府 京仏具 木製仏具部門 中　村　太　地

新潟県 小千谷紬 製織部門 小　林　千　穂 京都府 京仏具 木製仏具部門 佐　織　大　介

京都府 西陣織 製織部門 吉　見　鈴　代 京都府 京仏具 仏像彫刻部門 香　川　武　朗

京都府 西陣織 製織部門 山　口　明　子 愛知県 名古屋節句飾 人形胴体部門 山　田　泰　男

京都府 西陣織 製織部門 北　野　尚　美 愛知県 名古屋節句飾 人形胴体部門 清　村　好　英

京都府 西陣織 製織部門 山　岸　周　子 愛知県 名古屋節句飾 人形胴体部門 加　藤　高　明

京都府 西陣織 製織部門 三　木　敏　裕 愛知県 名古屋節句飾 人形胴体部門 加　藤　真由美

京都府 西陣織 意匠部門 中　村　哲　也 愛知県 名古屋節句飾 人形胴体部門 長谷川　　　秀

京都府 西陣織 製糸部門 林　　　太　一 愛知県 名古屋節句飾 人形胴体部門 北　川　慎　也

福岡県 博多織 製織部門 水　﨑　京　子 愛知県 名古屋節句飾 人形胴体部門 清　水　文　平

福岡県 博多織 製織部門 織　田　史　子 愛知県 名古屋節句飾 人形頭部門 味　岡　延　博

福岡県 博多織 製織部門 梶　原　千　春 愛知県 名古屋節句飾 人形頭部門 味　岡　寛　樹

福岡県 博多織 意匠部門 髙　丸　育　子 愛知県 名古屋節句飾 幟旗染め部門 勝　　　篤　史

福島県 大堀相馬焼 成形部門 小野田　利　治 愛知県 名古屋節句飾 幟旗染め部門 古　川　　　智

福島県 大堀相馬焼 総合部門 山　田　慎　一 愛知県 名古屋節句飾 幟旗筒引き部門 志　賀　　　聖

栃木県 益子焼 成形部門 榎　田　若　葉 愛知県 名古屋節句飾 雪洞ホヤ部門 安　藤　幸　延

栃木県 益子焼 成形部門 早　川　　　嘉 東京都 江戸硝子 総合部門 江　良　　　徹

石川県 九谷焼 成形部門 東　　　万寿夫 東京都 江戸硝子 総合部門 枝　川　　　篤

石川県 九谷焼 加飾部門 山　近　　　泰 東京都 江戸べっ甲 総合部門 宮　本　拓　哉

石川県 九谷焼 加飾部門 山　本　秀　平 東京都 江戸べっ甲 総合部門 赤　塚　　　顕

石川県 九谷焼 成形部門 山　本　浩　二 東京都 江戸べっ甲 総合部門 正　田　年　仁

福井県 越前焼 総合部門 司　辻　健　司 以上７２名

滋賀県 信楽焼 総合部門 上　田　和　弘

滋賀県 信楽焼 総合部門 上　田　直　美

滋賀県 信楽焼 総合部門 髙　瀨　陽　平

滋賀県 信楽焼 総合部門 澤　井　邦　浩

京都府 京焼・清水焼 成形部門 村　田　正　幸

京都府 京焼・清水焼 成形部門 加　藤　徹　也

京都府 京焼・清水焼 成形部門 髙　野　洋　臣

京都府 京焼・清水焼 総合部門 加　藤　　　秀

京都府 京焼・清水焼 成形部門 土　渕　善亜貴

京都府 京焼・清水焼 成形部門 橋　本　哲　児

佐賀県 伊万里・有田焼 加飾部門 西　田　明　美

佐賀県 伊万里・有田焼 加飾部門 山　口　裕　美

佐賀県 伊万里・有田焼 加飾部門 大　林　吉　幸

長崎県 波佐見焼 加飾部門 山　口　和　広

長崎県 波佐見焼 加飾部門 山　㟢　雅　子

北海道 二風谷イタ 総合部門 貝　澤　貢　男

富山県 井波彫刻 総合部門 久　保　大　樹

富山県 井波彫刻 総合部門 頓　所　和　成

富山県 井波彫刻 総合部門 辻　　　宗　久

富山県 井波彫刻 総合部門 山　﨑　新　介

和歌山県 紀州簞笥 塗装部門 東　　　ちあき

千葉県 千葉工匠具 総合部門 稲　坂　德太郎

東京都 東京銀器 造形部門 木　村　智　久


