
 

 

 

経済産業大臣賞               兵庫県 明珍裕介 

刀  銘 明珍宗裕作 

     平成二十八年春 

長さ 77.0㎝ 反り 2.6㎝ 

 

公益財団法人日本刀文化振興協会会長賞    長野県 上山陽三 

刀  銘 輝平 

     平成二十八年三月日 

長さ 73.4㎝ 反り 2.4㎝ 

 

長野県知事賞                広島県 久保善博 

太刀  銘 善博 

長さ 77.5㎝ 反り 2.4㎝ 

 

金賞第一席                 長野県 根津 啓 

刀  銘 信濃國秀平 

     平成二十八年春 

長さ 75.5㎝ 反り 2.4㎝ 

 

金賞第二席                 長野県 河内一平 

刀  銘 信濃國河内一平 

     平成二十八年春 

長さ 75.2㎝ 反り 2.4㎝ 

 

銀賞第一席・新人賞              奈良県 能瀬勝好 

刀  銘 於大和能瀬貞旭彫同作 

     平成二十八年三月吉日 

長さ 71.0㎝ 反り 2.2㎝ 

 

銅賞第一席                 岡山県 満足浩次 

太刀  銘 弘次作 

      平成丙申年 

長さ 74.7㎝ 反り 2.8㎝ 

 

入選（以下、五十音順）            山梨県 伊藤重光 

短刀  銘 以南アフリカ砂鉄 甲斐國重光作 

      平成二十七乙未年秋 

長さ 25.1㎝ 反り 僅か内反り 

 

入選                   岐阜県 加藤正文実 

刀  銘 二十六代藤原兼房作 

     平成二十八年春 

長さ 75.3㎝ 反り 2.2㎝ 

 

入選                   北海道 佐々木直彦 

太刀  銘 室蘭住胤成作 

平成二十八年一月吉日 

長さ 75.2㎝ 反り 2.5㎝ 

 

入選                    長野県 松川 隆 

短刀  銘 信濃住清直作之 

      平成二十七年乙未秋 

長さ 26.4㎝ 反り 0㎝ 

 

入選                   神奈川県 森 充吾 

短刀  銘 相州住光廣 

      平成二十八年二月日 

長さ 25.9㎝ 反り 0㎝ 

 

入選                    岐阜県 吉田政也 

太刀  銘 正也作 

      平成二十八年春 

長さ 81.3㎝ 反り 3.2㎝ 

 

 

 

 

 

招待                    東京都 吉川三男 

刀  銘 於越後国義光作之 

     平成二十八年春吉日 

長さ 70.4㎝ 反り 2.0㎝ 

 

招待                    奈良県 月山 清 

刀  銘 大和国住月山貞利彫同作（花押） 

     平成二寿八年正月吉祥日 

長さ 71.3㎝ 反り 2.0㎝ 

 

招待                    広島県 三上孝徳 

脇差  銘 安藝國三上貞直作之 

      （梵字）平成二十六年十月吉日 

長さ 56.3㎝ 反り 1.4㎝ 

 

審査員                   埼玉県 川﨑仁史 

太刀  銘 武蔵國晶平 生國豊後長谷 

      應大分社宮司長山義德需 平成二十八年三月吉祥日 

長さ 72.6㎝ 反り 2.4㎝ 

 

審査員                   長野県 宮入 恵 

短刀  銘 小左衛門行平 

長さ 29.7㎝ 反り 0㎝ 

 

審査員                   東京都 吉原荘二 

太刀  銘 武蔵住國家作 

長さ 77.0㎝ 反り 2.7㎝ 

 

 

 

 

 

公益財団法人日本刀文化振興協会会長賞 

     東京都 本阿彌雅夫 

刀  銘 （金象嵌）来國光 

     （金象嵌）本阿彌（花押） 

長さ 68.2㎝ 反り 2.1㎝ 

 

信濃毎日新聞社賞             神奈川県 小野敬博 

太刀  銘 来國光 

      貞和二二年十一月十八日 

長さ 81.2㎝ 反り 3.0㎝ 

 

金賞第一席                埼玉県 森井鐵太郎 

太刀  銘 真守 

長さ 73.3㎝ 反り 1.8㎝ 

 

金賞第二席                 奈良県 関山和進 

刀  銘 無銘（伝家助） 

長さ 70.8㎝ 反り 2.1㎝ 

 

金賞第三席                 埼玉県 水田吉政 

太刀  銘 國○（来國秀） 

長さ 71.5㎝ 反り 1.5㎝ 

 

銀賞第一席                東京県 阿部聡一郎 

太刀  銘 武蔵國晶平 生國豊後長谷 

      應大分社宮司長山義德需 平成二十八年三月吉祥日 

長さ 72.6㎝ 反り 2.4㎝ 

 

 

 

 

 

 

作 刀 部 門 

研 磨 部 門 



 

 

 

銀賞第二席                 埼玉県 相良雄一 

刀  銘 備州長船則光 

     文明七年八月日 

長さ 70.8㎝ 反り 2.7㎝ 

 

銀賞第三席                 富山県 本阿彌毅 

刀  銘 無銘（越前兼則） 

長さ 65.6㎝ 反り 1.4㎝ 

 

銀賞第四席                 埼玉県 秋田勇喜 

太刀  銘 奥和泉守忠重作 

      薩州住 

長さ 68.9㎝ 反り 1.8㎝ 

 

銅賞第一席                千葉県 小川和比古 

刀  銘 井上真改 

     延宝六年八月日 

長さ 71.4㎝ 反り 1.2㎝ 

 

銅賞第二席                 京都府 玉置城二 

刀  銘 無銘（粟田口） 

長さ 63.5㎝ 反り 1.2㎝ 

 

入選（以下、五十音順）    イギリス アンソニー・ノーマン 

刀  銘 奥州仙台住藤原國包 

長さ 71.7㎝ 反り 1.2㎝ 

 

入選                   神奈川県 大塚卓成 

脇差  銘 出羽守源光平 

      末世剣 脇毛落 

長さ 54.8㎝ 反り 1.2㎝ 

 

入選                    東京都 小瀬真一 

刀  銘 無銘（伝南紀重國） 

長さ 66.5㎝ 反り 1.4㎝ 

 

入選                    熊本県 正海郁雄 

刀  銘 無銘（伝國行）    

長さ 69.3㎝ 反り 2.1㎝ 

 

入選                    熊本県 正海裕人 

刀  銘 出羽大掾藤原國路 

長さ 70.9㎝ 反り 2.1㎝ 

 

入選                    福井県 藤川二朗 

刀  銘 越前國住兼法 

長さ 68.9㎝ 反り 2.4㎝ 

 

入選                    福岡県 松尾清健 

脇指  銘 （菊紋）越前守源来信吉 

長さ 52.4㎝ 反り 1.3㎝ 

 

入選                    岡山県 横山智庸 

太刀  銘 善博 

長さ 77.5㎝ 反り 2.4㎝ 

 

入選                   神奈川県 渡部恒継 

刀  銘 和泉守来金道 

長さ 71.8㎝ 反り 2.0㎝ 

 

招待                    東京都 高岩節夫 

刀  銘 無銘（当麻） 

長さ 68.8㎝ 反り 1.7㎝ 

 

 

 

 

 

招待                    東京都 三品謙次 

脇差  銘 源清麿 

      弘化丁未年八月日 

長さ 47.6㎝ 反り 0.8㎝ 

 

招待                    鳥取県 森井偲訓 

刀  銘 肥前國河内大掾藤原正廣 

長さ 73.0㎝ 反り 1.2㎝ 

 

審査員                   東京都 阿部一紀 

脇差  銘 左行秀 

      安政六年八月吉日 

長さ 36.1㎝ 反り 0.3㎝ 

 

審査員                  神奈川県 小野博柳 

太刀  銘 清綱（二王） 

長さ 81.0㎝ 反り 2.2㎝ 

 

審査員                  埼玉県 佐々木卓史 

刀  銘 摂州大坂住藤原孫兵衛尉助廣 

     凄哉此一劒甲度八割 

長さ 63.6㎝ 反り 1.8㎝ 

 

 

審査員                  東京都 本阿彌光洲 

太刀  銘 友成 

長さ 78.8㎝ 反り 3.3㎝ 

 

 

 

 

【刀装具】 

公益財団法人日本刀文化振興協会会長賞 

               アメリカ マーカス・チェンバース 

赤銅地勝虫菖蒲図鐔 

銘 鵁 

 

金賞第二席             カナダ ケビン・アダムス 

秋草流水蓮図鐔 

銘 真生作 

 

銀賞第一席                 静岡県 福與裕毅 

鉄地八ッ橋家紋透鐔 

銘 駿州清水住裕毅作 

 

銀賞第二席                 北海道 長内勝義 

アイヌ紋様図鐔 

銘 勝義 

 

銅賞第一席                 東京都 川上 登 

初代平田彦三写素銅地阿弥陀鑢赤銅覆輪泥障形日足図鐔 

銘 上 

 

入選（以下、五十音順）          東京都 伊集院貴子 

鉄地飛燕透し図鐔 

銘 伊集院貴子 平成二十八年 

 

入選                   東京都 浦上はる子 

昇龍図鐔 

銘 平成丙申模勝義 

浦上作 

 

入選                    岐阜県 小谷祐司 

四分一地獅子図象嵌鐔 

銘 小谷 

刀 装 部 門 



 

 

 

入選                    東京都 阪井淳政 

素銅地浪兎図透鐔 

銘 阪井淳政 

 

入選                   奈良県 水谷川源昇 

鉄地葵猪目透鐔 

銘 一乘院篁山 

  天照皇太神 

 

入選            ブラジル ヘモ・ソウザ・ノゲイラ 

雁飛翔図鐔 

銘 平望作 

 

審査員                   東京都 泉公士郎 

鉄地水龍図鐔 

銘 柳泉 平成二十八年 花残月 

 

 

 

【白銀】 

坂城町教育委員会教育長賞           群馬県 松本豊 

素銅地金着二重鎺 

 

銀賞第一席                 岐阜県 杉山英明 

素銅地上貝毘沙門亀甲彫金着二重鎺 

 

入選（以下、五十音順）           大阪府 野口裕弘 

素銅地金着二重鎺 

 

審査員                   東京都 宮下 武 

素銅地紗綾形彫金着二重鎺 

 

審査員                   東京都 宮島 宏 

素銅地金着二重鎺 

 

 

 

【白鞘】 

坂城町長賞                  岐阜県 森隆浩 

 

金賞第二席                神奈川県 森井敦央 

 

銀賞第一席                 岐阜県 古川和幸 

 

銅賞第一席                 兵庫県 田澤敦嗣 

 

 

 

【柄巻】 

銀賞第一席                 東京都 笹原喜幸 

燻革諸撮巻肥後柄前 

 

銅賞第一席          アメリカ クラップ・アレックス 

紺色常組糸諸撮巻脇差柄前 

 

入選                    京都府 平井重治 

金茶色常組糸諸撮巻柄前 

 

審査員                   群馬県 岡部久男 

燻革諸撮巻肥後柄前 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鞘塗】 

銀賞第一席                 新潟県 小山光秀 

黒呂色塗脇差拵 

 

 

 

【拵】   

入選（以下、五十音順）          新潟県 佐久間保男 

黒石目変漆塗小刀拵 

 

審査員                   群馬県 剣持直利 

黒呂色金粉溜塗合口短刀拵 

 

審査員                   東京都 高山一之 

朱漆塗研出鮫紅葉散合口短刀拵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


