
年度 受賞者 分野 年度 受賞者 分野 年度 受賞者 分野
昭和57 大倉三郎 建築 13 高橋恒治 洋楽 平成25 中川佳代子 邦楽

折目博子 小説 村木洋子 邦楽 猿若英晃 邦舞
三好敦子 邦楽 上原晴子 工芸 26 芦田一春 華道

58 児玉実用 詩 14 梶山千鶴子 俳句 27 中野天心 華道
吉村栄介 建築 井上八千代 邦舞 28 岡部佐恵子 洋楽

59 秋山公道 文学 小杉美奈 工芸 29 ことりみゆき 工芸
本城ゆり 洋舞 15 岩堀敬子 邦楽 30 井上泰信 洋楽
根岸照彦 茶室建築 ヴァサンタマラ 洋舞 令和元 該当者なし

60 長宗我部はま子 洋舞 麻田脩二 工芸 2 山内登喜雄 絵画
那須乙郎 俳句 16 岩淵龍太郎 洋楽 3 大津智永 華道
三好芫山 邦楽 伊藤和子 邦楽

61 榊原千枝子 洋舞 藤間勘吾 邦舞
野田秀琴 邦楽 伊砂新雄 工芸
廣　青隴 文学 17 村田雅楽暢 邦楽
広本　進 絵画 田中心外 書道

62 野村　順一 小説 中野順二 工芸
63 伊砂利彦 工芸 18 伊吹新一 洋楽

大道治一 写真 坂東温子 邦舞
いづのひろと 洋舞 石井喜彦 伝統芸能

平成元 小山菁山 邦楽 荻野美穂子 工芸
2 浅野愛子 邦楽 19 萬　英子 洋楽

芦田一馬 華道 岡田道明 邦楽
冬木偉沙夫 工芸 八田マサ子 洋舞
宮下靖子 洋舞 20 有馬　敲 詩

3 片山慶次郎 伝統芸能 大西一叡 邦楽
　　　 北野昭彦 小説 茂山千五郎 伝統芸能

4 桂　樟蹊子 俳句 21 水野弘子 洋舞
東　登美子 邦楽 若柳金弥 邦舞
春日広志 洋舞 大津光章 華道
井上　脩 演劇 22 大木冨志 邦楽

5 向居雅楽實 邦楽 23 寺澤雅楽信 邦楽
西　恭三 洋舞 花柳白梅 邦舞

楳茂都梅花 邦舞 24 藤林由里 洋楽
6 竹村文一 俳句 今林義裕 邦楽

小山喜平 工芸 石井　潤 洋舞
7 岡　寿子 洋舞 25 該当者なし

　　　 山崎　脩 彫塑 26 豊田都峰 俳句
8 峯内吟彰 邦楽 尾形光雄 洋楽

桧垣美世子 洋舞 宮下喜久子 洋舞
伊庭新太郎 絵画 27 岡田吟光 邦楽
川村兼石 書道 茂山七五三 伝統芸能

9 薬師川虹一 詩 28 音羽菊寿寿 邦舞
谷田宗二朗 伝統芸能 中野恭心 華道
望月重延 工芸 29 石原完二 洋舞

安井洋太郎 建築 白井　進 書道
10 島田重弘 邦楽 衛藤照夫 建築

長尾佳代子 洋舞 30 早瀬久恵 邦楽
藤蔭静枝 邦舞 堀志津子 邦楽

平成11 青山俊夫 工芸（漆芸） 村山　明 工芸
伊勢信子 彫塑 令和元 関根秀治 茶道
倉橋義雄 邦楽 2 世古口瑳喜 洋舞
西阪専慶 華道 大江又三郎 伝統芸能

12 梶寿美子 邦楽 3 田中美鈴 洋楽
福本静江 洋舞 杵屋勝九郎 伝統芸能

味方　健 伝統芸能 堂本東邨 書道
吉田匡廣 工芸

（注）平成２５年度より新人賞が設けられた。
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