
年度 年度

小木曽　新 小説 丹下　進 人形劇 7 木崎　裕次 演出 武本　京子 ピアノ

佐々木　伃利子 ピアノ グリーン・エコー 合唱 安藤　幹衛 洋画 藤間　式部 日本舞踊

内山　千吉 舞台美術 佐藤　友彦 狂言 岡崎　清芳 地唄

近藤　フミ子 バイオリン 二期会名古屋支部 オペラ 中部女流美術春艸会 絵画

いわた　きよし 版画 松本　吉正 舞台照明 8 西川　長寿 日本舞踊 高須　博 ピアノ

洞谷　吉男 声楽 名古屋市民管弦楽団 オーケストラ 梅田　邦久 能楽 天野　天街 脚本・演出

加藤　典子 声楽 庄司　達 造形美術 鈴木　喜家 日本画

杵屋　六秋 長唄 奥田敏子舞踊団 現代舞踊 9 加藤　重高 陶芸 菊本　健郎 脚本・演出

年度 浜　たかや 児童文学 小川　典子 バレエ

井上　松次郎 狂言 榊原　喜三 マンドリン 五條　園美 日本舞踊

田村　味智歌 筝曲 たかべ　しげこ 演劇 吉本　作次 洋　画

森　真吾 洋画 10 天野　鎮雄 俳優 中沖　玲子 ピアノ

名古屋少年少女合唱団 合唱 竹内　菊 日本舞踊 今井　勉 平曲・胡弓・筝曲

中野　二郎
ギターマンド
リン音楽

飯田　史朗 日本画 太田　けんじ 舞台監督

帰山　栄治 作曲 11 西川　あやめ 日本舞踊 木村　繁 脚本・演出

新内　須美子 新内 丹羽　和子 絵画 西村　正幸 版画・絵画

劇団うりんこ 演劇 野村　祐子 筝曲

鶴澤　寛乃佑 義太夫節 春日井　建 短歌 名古屋オペラ協会 オペラ

山路　曜生 日本舞踊 鈴木　広行 版画 12 筧　忠治 洋画 徳山　博士 バレエ

高須　道夫 合唱指導 須藤　三男 作・演出 花柳　磐 日本舞踊

山田　昌 演劇 石黒　鏘二 彫刻 名古屋青少年交響楽団 オーケストラ

平乃　たか子 シャンソン 13 松岡　伶子 バレエ 麻創　けい子 脚本・演出

渡部　千枝 声楽 音部　訓子 イラストレーション

永長　次郎 フルート 赤堀　加鶴繪 日本舞踊 松波　千津子 声楽

西川　里喜代 日本舞踊 野々村　明子 現代舞踊 演劇人冒険舎 演劇

櫃田　伸也 洋画 14 鈴木　哲雄 詩 伊藤　豊嗣 デザイン

浅野　弥衛 絵画 今井　瑾郎 造形 横井　幸雄
小説・評論・
随筆

中川　さと子 ヴァイオリン

横井　みつゑ 胡弓 藤田  六郎兵衛 能管 九代目玉屋庄兵衛 からくり人形師

山本　みよ子 声楽 劇団少年ボーイズ 演劇

ポピュラー 15 野村　正峰 筝曲・作曲 澤脇　達晴 声楽

加藤　惠美子 声楽 菴　とき子 小説 三田村　博史 小説 はせ　ひろいち 劇作・演出

野村　又三郎 狂言 岩川　均 演劇 泉　秀憲 造形

久野　利博 造形 吹奏楽

眞島　建三 絵画 内田　寿子 日本舞踊 16 島田　章三 洋画 加藤　条山 尺八

吉住　小多可 長唄 酒井　康雄 ギター 関山　三喜夫 現代舞踊 後藤　千花 バレエ

吉岡　弘昭 絵画 長縄　都至子 劇作・俳優

室内楽 セントラル愛知交響楽団 オーケストラ

内藤　泰二 能楽 北村　想 演劇 17 福井　啓次郎 能楽 小熊　ヒデジ 俳優・製作

若尾　正也 演劇 菅沼　綾子 声楽 馬場　駿吉 評論・俳句 荻原　裕幸 短歌

土井　信策 舞台美術 吉岡　俊直 現代美術

人形劇団むすび座 人形劇 劇団名芸 演劇

桑原　恭子 小説 石原　福雄 舞台照明 18 井上　菊次郎 狂言 宇佐美　孝二 詩

小寺　礼三 日本画 大野　静龍 声楽 藤井　知昭
音楽研究・
評論

倉地　比沙支 版画

倉知　外子 現代舞踊 ケイコ・リー ジャズシンガー

長谷川　哲 現代美術 劇団名古屋 演劇

笠井　誠一 洋画 工藤　扇弥 日本舞踊 19 磯見　輝夫 版画 池田　京子 声楽

杉田　圭司 グラフィックデザイン 深川　秀夫 バレエ 諏訪　哲史 小説

鈴木　久 レリーフ絵画 平山　素子 現代舞踊

松本　三紀夫 声楽 北　　　　斗 小説・評論・詩

佐々　智恵子 バレエ 黒蕨　壮 現代彫刻 20 石黒　鏘二 彫刻 島田　真千子 ヴァイオリン

藤間　勘章 日本舞踊 西川　好弥 演劇 四世・野村　小三郎 狂言

久田　徹二 能楽 森北　伸 彫刻

渡辺　真帆子 チェロ 劇団クセックＡＣＴ 演劇

柏木　義雄 現代詩 佐地　多美 声楽 21 水谷　昌平 合唱指揮 市川　櫻香 歌舞伎

松原　実智子 俳優 杉浦　イッコウ 現代絵画 田中　幸子 俳優 濱田　樹里 日本画

ジャズ・ラブ・オーケストラ ジャズ 能楽の友社 能・狂言

柳　有 俳優 くりもと　ようこ 作曲 島田　鮎子 洋画 西川　真乃女 日本舞踊

工藤　倉鍵 日本舞踊 稲垣　考二 洋画 劇団あおきりみかん 演劇

島田　修三 現代短歌 森　卓也（特別賞） 映画評論

スーパー一座 演劇 伊豫田　静弘 演出・劇作 宗次　德二 音楽普及

清田　健一 指揮 大寺　資二 バレエ 三代真史ジャズ舞踊団 ジャズダンス

水谷　勇夫 現代絵画 花柳　朱実 日本舞踊 鹿取　希世 能楽・笛方

清水　良典 文芸評論 佐藤　友彦 狂言 山下　勝 ピアノ

演劇 倉知　可英 現代舞踊

越智　實 バレエ 佃　典彦 劇作・演出・俳優 じゅん文学の会 小説・エッセイ

三宅　千代 小説・短歌 杵屋　喜多六 長唄三味線 （受賞者なし） つつみ　あつき クラリネット

河村　眞之介 能楽 安住　恭子 演劇評論

奈良　美智 現代美術 池山　奈都子 舞台演出
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26 西川　右近 日本舞踊 大﨑　のぶゆき 現代美術

佐藤　克久 絵画

西尾　典祐 伝記

27 中田　直宏 作曲 伊藤　わか奈 ピアノ

碓氷　悠太 クラシックバレエ

後藤　嘉津幸 能楽・小鼓方

28 宗田　理 小説 オーケストラ

稻舟　妙寿 小唄

大野　左紀子 美術・映画評論

29 加藤　大博 現代美術 上山　明子 乾漆彫刻

北住　淳 ピアノ

山村　楽乃 日本舞踊

伊藤　敬 演出 渡部　純子 声楽

加藤　おりは スペイン舞踊

竹市　学 能管

安田　文吉 歌舞伎研究 大島　真寿美 小説

ノノヤママナコ 舞台音楽作曲・音響

今井　勉 平家琵琶 越智　久美子 クラシックバレエ

桑野　郁子 ピアノ

有限会社 風媒社 文芸（出版）

吉岡　弘昭 美術 吉田　文 音楽（パイプオルガン）

蟹江　尾八 伝統芸能（民謡）

中部短歌会 文芸（短歌）

※敬称略。受賞者氏名は、受賞当時の名。　
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