
年度 回 区分 氏　　　名 個人・団体 部門 大分類 専門分野

S23 第1回 文化賞 　永瀬　清子　氏 個人 芸術 文芸 現代詩

S23 第1回 文化賞 　本田　　実　氏 個人 学術 理学 天文学

S23 第1回 文化賞 　吉野　善介　氏 個人 学術 理学 植物学

S24 第2回 文化賞 　野村　重基　氏 個人 学術 技術 工業技術

S24 第2回 文化賞 　林　　道倫　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 精神病理学

S24 第2回 文化賞 　山田　　準　氏 個人 学術 文学 漢文学

S25 第3回 文化賞 　笠原　安夫　氏 個人 学術 理学 植物学

S25 第3回 文化賞 　佐藤　一章　氏 個人 芸術 美術 洋画

S25 第3回 文化賞 　田部　　浩　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 病理学

S26 第4回 文化賞 　大崎　　守　氏 個人 学術 技術 園芸技術

S26 第4回 文化賞 　岡山放送合唱団 団体 芸術 音楽 洋楽

S26 第4回 文化賞 　山口　佐仲　氏 個人 学術 理学 寄生虫学

S27 第5回 文化賞 　鋳方　末彦　氏 個人 学術 農学 植物病理学

S27 第5回 文化賞 　永山　卯三郎　氏 個人 学術 史学 地方史

S27 第5回 文化賞 　吉田　　苞　氏 個人 芸術 美術 洋画

S28 第6回 文化賞 　大原美術館 団体 芸術 美術 美術

S28 第6回 文化賞 　正宗　敦夫　氏 個人 学術 文学 国文学

S28 第6回 文化賞 　三井造船株式会社玉野造船所 団体 学術 技術 工業技術

S29 第7回 文化賞 　岡　　長平　氏 個人 学術 史学 地方史

S29 第7回 文化賞 　大原　桂南　氏 個人 芸術 美術 書道

S29 第7回 文化賞 　林　　秀一　氏 個人 学術 文学 漢文学

S30 第8回 文化賞 　春川　忠吉　氏 個人 学術 農学 農業害虫学

S30 第8回 文化賞 　柚木　久太　氏 個人 芸術 美術 洋画

S30 第8回 文化賞 　服部　忠志　氏 個人 芸術 文芸 短歌

S31 第9回 文化賞 　西門　義一　氏 個人 学術 農学 植物病理学

S31 第9回 文化賞 　品川白煉瓦技術部 団体 学術 技術 工業技術

S31 第9回 文化賞 　倉敷民芸館 団体 芸術 工芸 工芸

S32 第10回 文化賞 　宮川　尚志　氏 個人 学術 史学 東洋史

S32 第10回 文化賞 　山陽放送株式会社技術部 団体 学術 技術 放送技術

S32 第10回 文化賞 　倉敷市東中学校音楽部 団体 芸術 音楽 洋楽

S33 第11回 文化賞 　平松　措大　氏 個人 芸術 文芸 俳句

S33 第11回 文化賞 　同和鉱業岡山製錬所 団体 学術 技術 工業技術

S33 第1回 奨励賞 　近藤　義郎　氏 個人 学術 史学 考古学

S33 第1回 奨励賞 　岡山県名宝会 団体 芸術 文化振興 美術振興

S34 第12回 文化賞 　金重　陶陽　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S34 第12回 文化賞 　永友　繁雄　氏 個人 学術 農学 農業経済学

S34 第2回 奨励賞 　鎌木　義昌　氏 個人 学術 史学 考古学

S34 第2回 奨励賞 　日本感光色素研究所 団体 学術 化学 化学

S35 第13回 文化賞 　水野　康孝　氏 個人 芸術 音楽 洋楽

S35 第13回 文化賞 　巌津　政右衛門　氏 個人 学術 史学 地方史

S35 第3回 奨励賞 　金光学園天文部 団体 学術 理学 天文学

S35 第3回 奨励賞 　山陽小学生新聞 団体 芸術 文芸 児童文化

S36 第14回 文化賞 　谷口　久吉　氏 個人 芸術 文化振興 文化振興

S36 第14回 文化賞 　高原　滋夫　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

S36 第4回 奨励賞 　吉岡　三平　氏 個人 学術 史学 地方史

S36 第4回 奨励賞 　弓削川柳社 団体 芸術 文芸 川柳

S37 第15回 文化賞 　杉山　宇三郎　氏 個人 学術 教育 教育

S37 第15回 文化賞 　内田　鶴雲　氏 個人 芸術 美術 書道

S37 第15回 文化賞 　藤原　　啓　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S37 第5回 奨励賞 　丸五ゴム工業株式会社技術部 団体 学術 技術 工業技術

S38 第16回 文化賞 　難波　仁斎　氏 個人 芸術 工芸 漆芸

S38 第16回 文化賞 　緑川　洋一　氏 個人 芸術 美術 写真

S38 第6回 奨励賞 　大森　尚泰　氏 個人 学術 理学 理学

S38 第6回 奨励賞 　金光図書館 団体 芸術 文化振興 図書文化

S39 第17回 文化賞 　内藤　雋輔　氏 個人 学術 史学 東洋史

S39 第17回 文化賞 　竹内　　清　氏 個人 芸術 美術 洋画

S39 第7回 奨励賞 　森分　好雄　氏 個人 学術 技術 工業技術

S39 第7回 奨励賞 　岡山放送劇団 団体 芸術 舞台芸術 演劇

S40 第18回 文化賞 　渡辺　頼母　氏 個人 学術 史学 地方史

S40 第8回 奨励賞 　山陽新聞社学芸部 団体 芸術 文化振興 文化振興

S41 第19回 文化賞 　三宅　千秋　氏 個人 学術 史学 地方史

S41 第19回 文化賞 　稲葉　春生　氏 個人 芸術 美術 日本画

S42 第20回 文化賞 　谷口　澄夫　氏 個人 学術 史学 日本史

S42 第20回 文化賞 　石津　良介　氏 個人 芸術 美術 写真

S42 第10回 奨励賞 　日本文教出版社 団体 学術 その他 出版

S42 第10回 奨励賞 　岡山県警察音楽隊 団体 芸術 音楽 洋楽

S43 第21回 文化賞 　高畑浅次郎　氏 個人 学術 教育 教育

S43 第21回 文化賞 　三木　朱城　氏 個人 芸術 文芸 俳句

S43 第21回 文化賞 　高原　一秀　氏 個人 芸術 美術 建築

S43 第11回 奨励賞 　日鉱水島ニュレックス法開発グループ 団体 学術 技術 工業技術

岡山県文化賞・岡山県文化奨励賞　受賞者一覧



年度 回 区分 氏　　　名 個人・団体 部門 大分類 専門分野

岡山県文化賞・岡山県文化奨励賞　受賞者一覧

S44 第22回 文化賞 　赤木　元蔵　氏 個人 芸術 文化振興 文化振興

S44 第22回 文化賞 　有本　芳水　氏 個人 学術 文学 文学

S44 第12回 奨励賞 　柴田　　一　氏 個人 学術 史学 地方史

S44 第12回 奨励賞 　岡山美術館 団体 芸術 美術 美術

S45 第23回 文化賞 　日原　　晃　氏 個人 芸術 美術 洋画

S45 第23回 文化賞 　藤井　　駿　氏 個人 学術 史学 地方史

S45 第13回 奨励賞 　寺田　武弘　氏 個人 芸術 美術 彫刻

S45 第13回 奨励賞 　人工皮革ｸﾗﾘｰﾉの開発と工業化ｸﾞﾙｰﾌﾟ 団体 学術 技術 産業

S46 第24回 文化賞 　山本　陶秀　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S46 第24回 文化賞 　安田　　勲　氏 個人 学術 農学 花卉園芸

S46 第14回 奨励賞 　加戸　輝義　氏 個人 学術 農学 農業園芸

S46 第14回 奨励賞 　中国短期大学フラウエンコール 団体 芸術 音楽 洋楽

S47 第25回 文化賞 　川口　四郎　氏 個人 学術 理学 動物学

S47 第25回 文化賞 　大熊　立治　氏 個人 芸術 文化振興 文化振興

S47 第15回 奨励賞 　岡本　欣三　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S47 第15回 奨励賞 　中村　一郎　氏 個人 芸術 美術 洋画

S48 第26回 文化賞 　渡辺　和子　氏 個人 学術 教育 教育

S48 第26回 文化賞 　ベル　串田　氏 個人 芸術 美術 洋画

S48 第16回 奨励賞 　倉敷考古館 団体 学術 史学 史学

S48 第16回 奨励賞 　中村　昭夫　氏 個人 芸術 美術 写真

S49 第27回 文化賞 　米田　茂男　氏 個人 学術 農学 農学

S49 第27回 文化賞 　小寺　正志　氏 個人 芸術 文化振興 文化振興

S49 第17回 奨励賞 　藤原　　雄　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S49 第17回 奨励賞 　林原株式会社技術部 団体 学術 技術 工業技術

S50 第28回 文化賞 　三上　芳雄　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 法医学

S50 第28回 文化賞 　野上　義臣　氏 個人 芸術 音楽 洋楽

S50 第18回 奨励賞
　九州耐火煉瓦熱間吹付補修材
　　　　　　　　　　　　開発と工業化ｸﾞﾙｰﾌﾟ

団体 学術 技術 工業技術

S50 第18回 奨励賞 　山口　松太　氏 個人 芸術 工芸 漆芸

S51 第29回 文化賞 　太田　芝山　氏 個人 芸術 工芸 木工芸

S51 第29回 文化賞 　脇田秀太郎　氏 個人 学術 史学 美術史

S51 第19回 奨励賞 　坂本　明子　氏 個人 芸術 文芸 現代詩

S51 第19回 奨励賞
　川崎製鉄水島製鉄所
　　　　　　　ｽﾗﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｲﾗ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ

団体 学術 技術 工業技術

S52 第30回 文化賞 　山本遺太郎　氏 個人 芸術 文芸 現代詩

S52 第30回 文化賞 　小山　鷹二　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 薬学

S52 第20回 奨励賞 　丹下　哲夫　氏 個人 芸術 工芸 和紙工芸

S52 第20回 奨励賞 　津山科学教育博物館 団体 学術 教育 科学教育

S53 第31回 文化賞 　小林　易夫　氏 個人 芸術 美術 洋画

S53 第31回 文化賞 　土井　卓治　氏 個人 学術 その他 民俗学

S53 第21回 奨励賞 　倉森　　治　氏 個人 芸術 美術 建築

S53 第21回 奨励賞 　大月　宗明　氏 個人 芸術 音楽 邦楽

S54 第32回 文化賞 　宮本　　隆　氏 個人 芸術 美術 彫刻

S54 第32回 文化賞 　川崎　祐宣　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

S54 第22回 奨励賞 　藤原　恭助　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S54 第22回 奨励賞 　三宗智恵子　氏 個人 芸術 美術 日本画

S55 第33回 文化賞 　三上　澄恵　氏 個人 芸術 音楽 邦楽

S55 第33回 文化賞 　福田襄之介　氏 個人 学術 文学 漢文学

S55 第23回 奨励賞 　山本　雄一　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S55 第23回 奨励賞 　鶴藤　鹿忠　氏 個人 学術 その他 民俗学

S56 第34回 文化賞 　浦上　善次　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S56 第34回 文化賞 　江草　安彦　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

S56 第24回 奨励賞 　松井　與之　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S56 第24回 奨励賞 　曽和　敏明　氏 個人 芸術 舞台芸術 演劇

S57 第35回 文化賞 　糸賀　英憲　氏 個人 芸術 音楽 洋楽

S57 第35回 文化賞 　和田　　宏　氏 個人 学術 農学 農学

S57 第25回 奨励賞 　高原　洋一　氏 個人 芸術 美術 洋画

S57 第25回 奨励賞 　岡山の昔話刊行会 団体 学術 その他 出版

S58 第36回 文化賞 　大桐　國光　氏 個人 芸術 美術 彫刻

S58 第36回 文化賞 　石田　　寛　氏 個人 学術 その他 地理学

S58 第26回 奨励賞 　深田　恒弘　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S58 第26回 奨励賞 　吉崎志保子　氏 個人 学術 史学 地方史

S59 第37回 文化賞 　柚木祥吉郎　氏 個人 芸術 美術 洋画

S59 第37回 文化賞 　藤原　　雄　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S59 第37回 文化賞 　福田　　稔　氏 個人 学術 農学 農学

S59 第27回 奨励賞 　松田　華山　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S59 第27回 奨励賞 　小谷　眞三　氏 個人 芸術 工芸 ガラス工芸

S60 第38回 文化賞 　岡本　欣三　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S60 第38回 文化賞 　片山　嘉雄　氏 個人 学術 文学 英語学

S60 第38回 文化賞 　高山　　峻　氏 個人 学術 文学 哲学

S60 第28回 奨励賞 　吉本　　正　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

S61 第39回 文化賞 　大館　桂堂　氏 個人 芸術 美術 書道



年度 回 区分 氏　　　名 個人・団体 部門 大分類 専門分野

岡山県文化賞・岡山県文化奨励賞　受賞者一覧

S61 第39回 文化賞 　杉　富士雄　氏 個人 学術 文学 フランス文学

S61 第29回 奨励賞 　竹本　健司　氏 個人 芸術 文芸 俳句

S62 第40回 文化賞 　中村　一郎　氏 個人 芸術 美術 洋画

S62 第40回 文化賞 　小坂　淳夫　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

S62 第30回 奨励賞 　森田　翠玉　氏 個人 芸術 工芸 木工芸

S62 第30回 奨励賞 　太田　健一　氏 個人 学術 史学 地方史

S63 第41回 文化賞 　小野　絵麻　氏 個人 芸術 美術 洋画

S63 第41回 文化賞 　山内　逸郎　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

S63 第31回 奨励賞 　岡山能楽会 団体 芸術 舞台芸術 能楽

S63 第31回 奨励賞 　白神　明恵　氏 個人 芸術 音楽 邦楽

H1 第42回 文化賞 　佐竹　　徳　氏 個人 芸術 美術 洋画

H1 第42回 文化賞 　大藤　　眞　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H1 第32回 奨励賞 　伊勢崎　満　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H1 第32回 奨励賞 　朝森　　要　氏 個人 学術 史学 地方史

H2 第43回 文化賞 　金重　素山　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H2 第43回 文化賞 　小坂二度見　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H2 第33回 奨励賞 　小川　洋子　氏 個人 芸術 文芸 文学

H2 第33回 奨励賞
　三井造船(株)玉原技術センター
　省ｴﾈﾙｷﾞｰ・ｴﾈﾙｷﾞｰ有効利用開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 団体 学術 技術 工業技術

H3 第44回 文化賞 　藤田慎一郎　氏 個人 芸術 文化振興 芸術振興

H3 第44回 文化賞 　外村吉之介　氏 個人 芸術 文化振興 文化財保護

H3 第34回 奨励賞 　「夢かける－大原美術館の60年」取材班 団体 芸術 文化振興 出版

H4 第45回 文化賞 　高木　聖鶴　氏 個人 芸術 美術 書道

H4 第45回 文化賞 　寺本　　滋　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H4 第35回 奨励賞 　伊勢﨑　淳　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H4 第35回 奨励賞 　倉敷化工株式会社 団体 学術 技術 工業技術

H5 第46回 文化賞 　香曾我部　暁彦　氏 個人 芸術 美術 洋画

H5 第46回 文化賞 　西本　　詮　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H5 第36回 奨励賞 　中林　淳眞　氏 個人 芸術 音楽 洋楽

H5 第36回 奨励賞 　佐野　俊二　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H6 第47回 文化賞 　寺田　武弘　氏 個人 芸術 美術 彫刻

H6 第47回 文化賞 　加計　　勉　氏 個人 学術 教育 教育

H6 第47回 文化賞 　松尾　信彦　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H6 第37回 奨励賞 　岡　　隆夫　氏 個人 芸術 文芸 現代詩

H7 第48回 文化賞 　林原　　健　氏 個人 芸術 文化振興 文化振興

H7 第48回 文化賞 　太田　善介　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H7 第38回 奨励賞 　香川　昌久　氏 個人 芸術 美術 洋画

H7 第38回 奨励賞 　井奥　行彦　氏 個人 芸術 文芸 現代詩

H8 第49回 文化賞 　蛭田　二郎　氏 個人 芸術 美術 彫刻

H8 第49回 文化賞 　奥田　節夫　氏 個人 学術 理学 理学

H8 第49回 文化賞 　近藤　義郎　氏 個人 学術 史学 考古学

H8 第39回 奨励賞 　山本　　出　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H9 第50回 文化賞 　各見　政峯　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H9 第50回 文化賞 　松田　　基　氏 個人 芸術 文化振興 文化振興

H9 第50回 文化賞 　勝村　達喜　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H9 第40回 奨励賞 　山陽新聞社「あいらぶ城下町」取材班 団体 学術 その他 企画連載・出版

H10 第51回 文化賞 　能登　靖幸　氏 個人 芸術 美術 洋画

H10 第51回 文化賞 　松井　與之　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H10 第51回 文化賞 　緒方　正名　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 予防医学

H10 第41回 奨励賞 　平田　　稔　氏 個人 芸術 美術 デザイン

H11 第52回 文化賞 　財団法人桃太郎少年合唱団 団体 芸術 音楽 洋楽

H11 第52回 文化賞 　阿部　浩二　氏 個人 学術 社会学 法学

H11 第42回 奨励賞 　松島　　巌　氏 個人 芸術 工芸 ガラス工芸

H11 第42回 奨励賞 　伊達　洋至　氏　 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H12 第53回 文化賞 　秋山　清水　氏 個人 芸術 美術 肖像画

H12 第53回 文化賞 　折田　薫三　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H12 第43回 奨励賞 　高橋　昌子　氏 個人 芸術 音楽 洋楽

H12 第43回 奨励賞 　「岡山の祭りと芸能」ビデオ作成委員会 団体 学術 その他 ビデオ作成

H13 第54回 文化賞 　小野　桂華　氏 個人 芸術 美術 書道

H13 第54回 文化賞 　神野　　力　氏 個人 芸術 文化振興 文化振興

H13 第44回 奨励賞 　黒井　千左　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H13 第44回 奨励賞 　阿部　康二　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H14 第55回 文化賞 　川上　一巳　氏 個人 芸術 美術 洋画

H14 第55回 文化賞   山口　松太　氏 個人 芸術 工芸 漆芸

H14 第55回 文化賞 　荒田　次郎　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H14 第45回 奨励賞 　小西　陶藏　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H15 第56回 文化賞   福武總一郎　氏 個人 芸術 文化振興 文化振興

H15 第56回 文化賞 　高橋　克明　氏 個人 学術 教育 教育

H15 第46回 奨励賞 　あさの　あつこ　氏 個人 芸術 文芸 児童文学

H15 第46回 奨励賞 　沖　　陽子　氏 個人 学術 理学 雑草学

H16 第57回 文化賞 　伊勢﨑　淳　氏 個人 芸術 工芸 陶芸
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H16 第57回 文化賞 　大月　三郎　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 精神医学

H16 第47回 奨励賞 　岡山交響楽団 団体 芸術 音楽 洋楽

H16 第47回 奨励賞   髙橋  文博　氏 個人 学術 史学 日本倫理思想史

H17 第58回 文化賞 　近藤  安个　氏 個人 芸術 音楽 洋楽

H17 第58回 文化賞 　石津  日出雄　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 法医学

H17 第48回 奨励賞 　金重  晃介　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H17 第48回 奨励賞 　那須  保友　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H18 第59回 文化賞 　小谷　眞三　氏 個人 芸術 工芸 ガラス工芸

H18 第59回 文化賞 　坂本　明子　氏 個人 芸術 文芸 現代詩

H18 第59回 文化賞 　立石  憲利　氏 個人 学術 その他 民俗学

H18 第49回 奨励賞 　佐故  龍平　氏 個人 芸術 工芸 金工

H18 第49回 奨励賞 　坂野  永理　氏 個人 学術 教育 日本語教育

H19 第60回 文化賞 　井上  玲玉　氏 個人 芸術 美術 書道

H19 第60回 文化賞 　金政　泰弘　氏 個人 学術 教育 教育

H19 第50回 奨励賞 　全日本刀匠会中国・四国地方支部 団体 芸術 工芸 日本刀

H19 第50回 奨励賞 　内田　和子　氏 個人 学術 その他 地理学

H20 第61回 文化賞 　髙原  洋一　氏 個人 芸術 美術 版　画

H20 第61回 文化賞 　中筋　房夫　氏 個人 学術 農学 農学

H20 第51回 奨励賞 　島田　清徳　氏 個人 芸術 工芸 繊維造形

H20 第51回 奨励賞 　株式会社フジワラテクノアート 団体 学術 技術 醸造技術

H21 第62回 文化賞 　高橋　秀　氏 個人 芸術 美術 美術

H21 第62回 文化賞 　西堀　正洋　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H21 第52回 奨励賞 　川野　正毅　氏 個人 芸術 工芸 工芸

H21 第52回 奨励賞 　西原　康師　氏 個人 学術 化学 化学

H22 第63回 文化賞 　あさの　あつこ　氏 個人 芸術 文芸 文学

H22 第63回 文化賞 　千葉　喬三　氏 個人 学術 教育 教育

H22 第53回 奨励賞 　塩津　容子　氏 個人 芸術 工芸 漆芸

H22 第53回 奨励賞 　大藤　剛宏　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H23 第64回 文化賞 　なんば　みちこ　氏 個人 芸術 文芸 現代詩

H22 第64回 文化賞 　森川　星葉　氏 個人 芸術 美術 書道

H23 第64回 文化賞 　岡田　茂　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

H22 第54回 奨励賞 　井手　康人　氏 個人 芸術 美術 日本画

H23 第54回 奨励賞 　ナカシマメディカル株式会社 団体 学術 技術 工業技術

H24 第65回 文化賞 　山本　雄一　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H24 第65回 文化賞 　髙田　  潤　 氏 個人 学術 化学 材料科学

H24 第55回 奨励賞 　隠﨑　隆一　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H24 第55回 奨励賞 　岡山理科大学『岡山学』研究会 団体 学術 社会学 地域学

H25 第66回 文化賞 　金重　晃介　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H25 第66回 文化賞 　倉地　克直　氏 個人 学術 史学 日本史

H25 第56回 奨励賞 　東島　　毅　 氏 個人 芸術 美術 洋画

H25 第56回 奨励賞 　萩原工業株式会社 団体 学術 技術 工業技術

H26 第67回 文化賞 　臼井　洋輔　氏 個人 芸術 文化振興 文化振興

H26 第67回 文化賞 　沖　　 陽子　氏 個人 学術 理学 環境学

H26 第57回 奨励賞 　島村　   光　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H26 第57回 奨励賞 　渡邉　富夫　氏 個人 学術 工学 情報工学

H28 第68回 文化賞 　森　　 陶岳　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

H28 第68回 文化賞 　山下     敦　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 歯学

H29 第69回 文化賞 　佐藤　常子　氏 個人 芸術 工芸 染織

H29 第69回 文化賞 　白石　友紀　氏 個人 学術 農学 植物病理学

H30 第70回 文化賞 　秋山　基夫　氏 個人 芸術 文芸 現代詩

H30 第70回 文化賞 　新居　志郎　氏 個人 学術 医学・歯学・薬学 医学

R1 第71回 文化賞 　金重　　 愫　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

R1 第71回 文化賞 　大﨑  紘一　氏 個人 学術 工学 経営工学

R2 第72回 文化賞 　塩津　容子　氏 個人 芸術 工芸 漆芸

R2 第72回 文化賞 　久保園　芳博　氏 個人 学術 理学 理学

R3 第73回 文化賞 　太田　三郎　氏 個人 芸術 美術 美術

R3 第73回 文化賞 　今津　勝紀　氏 個人 学術 史学 日本史

R4 第74回 文化賞 　隠﨑　隆一　氏 個人 芸術 工芸 陶芸

R4 第74回 文化賞 　草間　喆雄　氏 個人 芸術 美術 美術


