
２０２２／令和４年度伝統工芸士認定登録者名簿
２０２３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

埼玉県 秩父銘仙 型染部門 横　山　大　樹 大阪府 堺打刃物 総合部門 富　樫　龍　生

長野県 信州紬 総合部門 久保田　貴　之 大阪府 堺打刃物 総合部門 中　川　悟　志

京都府 西陣織 製織部門 森　　　英　明 大阪府 堺打刃物 総合部門 田　中　義　久

京都府 西陣織 製織部門 松　本　ひとみ 大阪府 堺打刃物 総合部門 山　塚　拓　志

京都府 西陣織 製織部門 田　中　重　幸 大阪府 堺打刃物 総合部門 山　塚　忠　義

京都府 西陣織 製糸部門 　村　直　樹 大阪府 堺打刃物 総合部門 山　塚　直　人

京都府 西陣織 染色部門 小　谷　泰　正 兵庫県 播州三木打刃物 総合部門 杉　田　智　彦

福岡県 博多織 製織部門 相　澤　久美子 新潟県 新潟・白根仏壇 木地部門 松　原　　　廉

福岡県 博多織 製織部門 上　石　鈴　代 新潟県 新潟・白根仏壇 彫刻部門 横　山　威　信

福岡県 博多織 製織部門 北　村　明　美 石川県 金沢仏壇 蒔絵部門 大　村　智　子

福岡県 博多織 製織部門 植　村　由　枝 大阪府 大阪仏壇 漆塗部門 綿　谷　　　崇

福岡県 博多織 製織部門 宮　嶋　美　紀 岐阜県 美濃和紙 総合部門 小　島　美奈子

福岡県 博多織 製織部門 小　林　顕　子 島根県 石州和紙 総合部門 川　平　勇　雄

福岡県 博多織 製織部門 瓜　戸　幸　子 三重県 鈴鹿墨 総合部門 伊　藤　晴　信

福岡県 博多織 染色部門 大　賀　　　学 兵庫県 播州そろばん 玉造り部門 石　井　清　輝

沖縄県 久米島紬 総合部門 中　山　由　美 山梨県 甲州水晶貴石細工 総合部門 小　池　義　昭

沖縄県 琉球絣 意匠部門 大　城　幸　司 山梨県 甲州水晶貴石細工 総合部門 河　野　祐一郎

沖縄県 南風原花織 総合部門 平　良　智　子 福岡県 博多人形 総合部門 齊　藤　英　基

京都府 京友禅 型染部門 野　村　雅　之 東京都 江戸切子 総合部門 吉　川　太　郎

京都府 京友禅 手描部門 𠮷　田　　　麗 東京都 江戸切子 総合部門 青　山　弥　生

京都府 京友禅 仕上部門 伊集院　利　行 東京都 江戸木版画 摺り部門 三田村　　　努

京都府 京友禅 仕上部門 西　村　寛　道 東京都 江戸木版画 彫り部門 永　井　沙絵子

石川県 加賀繍 総合部門 今　村　和　枝 東京都 江戸べっ甲 総合部門 松　本　　　巖

福島県 大堀相馬焼 加飾部門 小野田　紀惠子 東京都 江戸べっ甲 総合部門 平　岩　　　勝

茨城県 笠間焼 総合部門 仲　田　唯希人 東京都 江戸べっ甲 総合部門 磯　貝　　　剛

栃木県 益子焼 成形部門 小　林　　　渡 東京都 江戸べっ甲 総合部門 矢　吹　　　覚

福井県 越前焼 総合部門 福　島　宏　治 東京都 江戸べっ甲 総合部門 磯　貝　英　之

愛媛県 砥部焼 加飾部門 中　元　栄　治 山梨県 甲州印伝 総合部門 山　本　法　行

愛媛県 砥部焼 加飾部門 白　石　久　美 山梨県 甲州印伝 革装飾部門 数　野　伸　一

愛媛県 砥部焼 加飾部門 渡　邊　　　隆 山梨県 甲州印伝 革加工部門 小　林　勝　典

佐賀県 伊万里・有田焼 加飾部門 坂　本　美　保 岐阜県 岐阜提灯 火袋部門 梅　田　洋　子

神奈川県 鎌倉彫 塗装部門 赤　井　裕　明 岐阜県 岐阜提灯 火袋部門 金　井　　　歩

神奈川県 鎌倉彫 彫刻部門 宍　倉　　　幸 京都府 京扇子 扇面加工部門 菱　田　隆　之

富山県 高岡漆器 塗り部門 野　村　毅　史 京都府 京扇子 扇面加工部門 米　原　康　人

沖縄県 琉球漆器 木地部門 渡慶次　弘　幸 石川県 金沢箔 総合部門 杉　本　一　馬

秋田県 大館曲げわっぱ 総合部門 柴　田　昌　正 石川県 金沢箔 総合部門 小　林　恭　太

秋田県 大館曲げわっぱ 総合部門 柴　田　政　幸 以上８１名

秋田県 大館曲げわっぱ 総合部門 福　岡　由　光

秋田県 大館曲げわっぱ 総合部門 三　浦　義　幸

和歌山県 紀州簞笥 総合部門 長谷川　貴　章

和歌山県 紀州簞笥 総合部門 　木　秀　行

岩手県 南部鉄器 総合部門 及　川　光　正

富山県 高岡銅器 造形部門 北　野　末　次

富山県 高岡銅器 造形部門 藤　巻　一　智

富山県 高岡銅器 造形部門 定　塚　康　宏


