
2005 2006 2007 2008 2009 2010

平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年

中島　俊泰 中島　俊泰 八幡　フミエ 八幡　フミエ 八幡　フミエ 松井　誠

斎藤　等 吉松　茂 上田　一人 上田　一人 上田　一人 中村　芳喜

貞末　俊裕 貞末　俊裕 貞末　俊裕 木村　峰康 木村　峰康 木村　峰康

浜村　一穂 吉野　紀生 吉野　紀生 内田　晃 内田　晃 伊藤　清之

沖浦　初孝 沖浦　初孝 中島　俊泰 中島　俊泰 田邉　恒美 川野　あきら

岩国 斎藤　等 吉松　茂 上田　一人 上田　一人 上田　一人 中村　芳喜

柳井 平川　芳孝 平川　芳孝 平川　芳孝 竹本　芳朗 竹本　芳朗 藤澤　正信

徳山 棟久　郁夫 棟久　郁夫 橋田  章 橋田  章 橋田  章 竹本　芳朗

山防 中島　俊泰 中島　俊泰 八幡　フミエ 八幡　フミエ 八幡　フミエ 長谷川　信明

宇部 金田　重之 金田　重之 藤原　泰紀 藤原　泰紀 時光　善朗 時光　善朗

下関 貞末　俊裕 貞末　俊裕 永冨　康文 永冨　康文 木村　峰康 木村　峰康

長北 山下　浩 山下　浩 吉村　高男 吉村　高男 吉村　高男 吉村　高男

演劇 小田　穣亮 小田　穣亮 佐藤　知紀 伊藤　薫 木村　静男 木村　静男

合唱 橋田　章 橋田　章 藤嶋　敏男 藤嶋　敏男 牛見　正彦 牛見　正彦

吹奏楽 山根多野眞路三吉　英太 田中　博文 中島　俊泰 菊池　昇 時光　善朗

器楽・管弦楽 江原　健二 江原　健二 江原　健二 江原　健二 中嶋　幸子 中嶋　幸子

日本音楽 吉冨　博 吉冨　博 吉野　紀生 吉野　紀生 中嶋　幸子 中嶋　幸子

吟詠剣詩舞 休部 休部 休部 休部 休部 休部

郷土芸能

ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 小田　穣亮 小田　穣亮 佐藤　知紀 佐藤　知紀 佐藤　知紀 佐藤　知紀

美術・工芸 金田　重之 金田　重之 伊藤　薫 伊藤　薫 木村　静男 木村　静男

書道 伊東　孝夫 豊田　和典 吉松　茂 長谷川　信明 鞠川　浩二 鞠川　浩二

写真 弘中　幸雄 弘中　幸雄 弘中　幸雄 唐松　良生 唐松　良生 福永　晃

放送 沖浦　初孝 沖浦　初孝 吉松　茂 吉松　茂 上田　一人 中村　芳喜

囲碁 金田　重之 山口　和也 植山　栄 吉松　茂 田邉　恒美 木村　峰康

将棋 伊藤　孝夫 豊田　和典 中島　俊泰 橋田　章 橋田　章 長谷川　信明

小倉百人一首かるた － － － － － －

文芸 木村　繁 山口　和也 植山　栄 伊藤　健司 伊藤　健司 村中　一雄

自然科学 － － － － － －

演劇 村岡　圭吾 村岡　圭吾 村岡　圭吾 金森　健一 金森　健一 金森　健一

合唱 三好　五郎 三好　五郎 三好　五郎 三好　五郎 田中　睦 田中　睦

吹奏楽 藤本　博途 藤本　博途 西村　正浩 角中　悦太郎 志道　博資 志道　博資

器楽・管弦楽 飯田　幸生 飯田　幸生 飯田　幸生 飯田　幸生 飯田　幸生 飯田　幸生

日本音楽 田邉　亨子 田邉　亨子 橋口　三恵子 橋口　三恵子 好川　眞知子 好川　眞知子

吟詠剣詩舞 休部 休部 休部 休部 休部 休部

郷土芸能

ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 縄田　道孝 縄田　道孝 縄田　道孝 縄田　道孝 縄田　道孝 縄田　道孝

美術・工芸 古賀　隆光 古賀　隆光 宮﨑　龍次 宮﨑　龍次 宮﨑　龍次 宮﨑　龍次

書道 有富　由美 有富　由美 有富　由美 古屋　美智子 椙山　美智子 椙山　美智子

写真 佃　　幸憲 佃　　幸憲 佃　　幸憲 佃　　幸憲 眞崎　久 尾﨑　勝利

放送 吉川　佳子 吉川　佳子 吉川　佳子 吉川　佳子 小倉　誠司 小倉　誠司

囲碁 松田　伸雄 広瀬　泰夫 広瀬　泰夫 冨山　貴之 冨山　貴之 高野　朝男

将棋 岡　　茂樹 岡　　茂樹 岡　　茂樹 弘中　敏之 弘中　敏之 岡　　茂樹

小倉百人一首かるた － － － － － －

文芸 森山　和子 國嶋　洋治 國嶋　洋治 國嶋　洋治 國嶋　洋治 國嶋　洋治

自然科学 － － － － － －

中村　行宣 山本　信夫 山本　信夫 山本　信夫 三吉　英太 三吉　英太

野村　稔 豊岡　芳和 豊岡　芳和 豊岡　芳和 豊岡　芳和 豊岡　芳和

角中　悦太郎 角中　悦太郎 角中　悦太郎 西村　正浩 西村　正浩 西村　正浩

－ － － － － －

柴崎　正比古 新竹　伸芳 柴崎　正比古 柴崎　正比古 大田　和子 大田和子・細川邦隆

新竹　伸芳
実近佳明・

掘田啓子

新竹伸芳・実近

佳明・掘田啓子
新竹　伸芳

新竹伸芳・

柴崎正比古
新竹　伸芳

豊川　眞利子 豊川　眞利子 豊川　眞利子 豊川　眞利子 境谷　公実 境谷　公実

－ － － － － －
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