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学校名 学科（専攻） 氏名 作品名 種別 施設所在地

工芸美術科 黒坂　百花 nascita－誕生― 鍛金 秋田県

工芸美術科 田澤　香乃 戯蝶 彫金 秋田県

美術科 江幡　優杏 「こんにちは」 陶

美術科 遠藤　明日花 楽園 陶

埼玉県立芸術総合高等学校 美術科 澤田　実和 暁闇 革 埼玉県

美術工芸科 高橋　健琉 不滅 陶 千葉県

美術工芸科 廣澤　清香 淡 陶 千葉県

千葉県立幕張総合高校 総合学科 福田　紗羽 風化 陶 千葉県

アートクラフト科 谷尻　正太 孤独 彫金 東京都

アートクラフト科 森島　壮 祈り 鋳金 東京都

セラミック科 加藤　静空 知識の根源 陶 岐阜県

セラミック科 河村　大伸 バナナMoon 陶 岐阜県

美術コース 谷口　楽 座禅 陶 富山県

美術コース 徳義　麻桜 ギャップ 陶 富山県

工芸科 花島　空蒼 夜高行燈 木 富山県

工芸科 向山　元気 ありが「鯛」 鋳金 富山県

工芸科 木村　奏太 仮面「hope」 彫・鍛 石川県

工芸科 富樫　和音 螺鈿書道箱「時をつなぐ」 漆 石川県

学校名 学科（専攻） 氏名 作品名 種別 施設所在地

ものづくりデザイン専攻 岡　千陽 白象嵌大鉢”白昼夢” 陶 秋田県

ものづくりデザイン専攻 結城　亮 環る–Ⅱ 漆 秋田県

中等教育教員養成課程美

術選修
勝山　風希 愛でる 鍛金 東京都

教育実践専門職高度化専

攻
松下　暖乃 旅する胡蝶 鍛・彫 東京都

専攻科 丹羽　朋哉 結晶釉皿・双氷 磁 岐阜県

専攻科 山田　汰一 Hori 陶 岐阜県

金属工芸コース 奥岡　夢乃 花 鋳金 愛知県

金属工芸コース 山下　彩渚
イスとラーグ物語 第１章 第２

章 第３章
鍛金 愛知県

テキスタイルデザインコー

ス
金崎　友香 傍観 染 愛知県

テキスタイルデザインコー

ス
近藤　悠香 海の表情 染 愛知県

秋田公立美術大学

東京学芸大学

岐阜県立多治見工業高等学校

石川県立工業高等学校

名古屋芸術大学

名古屋芸術大学

【出品者一覧／大学等部門】

日本新工芸家連盟特別企画「第６回学生選抜展」（出品者名簿）

富山第一高等学校

富山県立高岡工芸高等学校

【出品者一覧/高校部門】

秋田公立美術大学附属高等学院

宮城県宮城野高等学校 宮城県

東京学館船橋高等学校

東京都立工芸高等学校

岐阜県立多治見工業高等学校
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学校名 学科（専攻） 氏名 作品名 種別 施設所在地

造形科 笹本　菜月 ｄａｙｌｉｇｈｔ　ｃｏｌｌｅｃｔｏｒ 硝子 富山県

研究科 森安　音仁 記憶の海　響海 硝子 富山県

井波木彫刻工芸高等職業訓練校 木彫科 吉本　知正 銀龍–AROWANA– 木 富山県

本科 坂川　ひかり 誰かの夢 磁 石川県

研究科 笹田　明花 白い窓 陶 石川県

工芸科 野田　彩加 飛泉 織 石川県

工芸科 矢賀　紀蓉佳 残光 染 石川県

デザイン学科 岡元　瑠菜 浪漫夢鳥蝶 染 京都府

芸術研究科 森﨑　華林 象徴から対象へ 染 京都府

専攻科 近藤　雪斗 栄華 織 京都府

専攻科 沼澤　瑠菜 ときめき 織 京都府

京都市立芸術大学 染織専攻 土谷　菜生 ハッピーバースデー 染 京都府

京都芸術大学 美術工芸学科 山本　佳夜 Re 染 京都府

漆工応用コース 塩見　温子 飛鳥 漆 京都府

漆工応用コース 丹羽　美結 Shell Glass 漆 京都府

陶磁器コース 小山　紫 瓢　寿揃え 陶 京都府

陶磁器コース 山﨑　匠 時の穿象 陶 京都府

京友禅（手描）プロ養成

コース
北村　青香 月影 染 京都府

京友禅（手描）プロ養成

コース
關　正玟 海の乙女 染 京都府

専攻科 泉　沙也菜 登 染 奈良県

専攻科 西山　みな Dａtura 織 奈良県

大阪芸術大学 テキスタイル染織コース 日髙　茉緒 衰亡 染 大阪府

陶芸コース 内丸　彩夏 澄 陶 大阪府

陶芸コース 中村　幹 金彩釉格子彫鶴首瓶 陶 大阪府

大手前大学 建築＆芸術学科 秋庭　みずほ 希望の階段 染 兵庫県

染色工芸専攻 青木　美玖 駆け抜ける 染 佐賀県

染色工芸専攻 青野　好華 泡 染 佐賀県

染色工芸専攻 坪井　千優 淡い夢 染 佐賀県

佐賀大学
芸術地域デザイン研究科

漆・木工専攻
白浜　遼 溝 漆 佐賀県

竹工芸科 伊藤　日向子 栗染めひしぎ角籠 竹 大分県

竹工芸科 戸浪　瑶子 瀞 竹 大分県

沖縄県立芸術大学 生活造形専攻 須郷　望友 夢幻泡影 染 沖縄県

佐賀大学

富山市立富山ガラス造形研究所

石川県立九谷焼技術研修所

金沢美術工芸大学

嵯峨美術大学

大分県立竹工芸訓練センター

川島テキスタイルスクール

京都市産業技術研究所

京都市産業技術研究所

京都市産業技術研究所

奈良芸術短期大学

大阪芸術大学


