
2017 2018 2019 2020 2021 2022

平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

阿武　慎治 阿武　慎治 開地　元典 開地　元典 大村　勇 大村　勇

須藤　恒史 須藤　恒史 椎原　伸彦 椎原　伸彦 杉山　昌史 徳田　充

御木本　実 椎原　伸彦 高橋　等 竹村　和之 徳田　充 国清　賢一

前田　茂雄 岩崎　稔生 岩崎　稔生 藤部　秀則 藤部　秀則 廣川　晋

高原　透 栗林　正和 栗林　正和 木村　香織 木村　香織 杉山　昌史

岩国 奈迫　忠夫 河口　郁史 河口　郁史 河口　郁史 杉山　昌史 竹村　和之

柳井 御木本　実 椎原　伸彦 高橋　等 高橋　等 高橋　等 浅原　正和

徳山 須藤　恒史 須藤　恒史 椎原　伸彦 椎原　伸彦 徳田　充 徳田　充

山防 宮地　政利 河村　隆 河村　隆 小土井　実 小土井　実 大塚　泰二

宇部 古谷　修一 古谷　修一 西村　和彦 辻岡　博之 辻岡　博之 国清　賢一

下関 山根　敬二 山根　敬二 山根　敬二 山田　哲也 山田　哲也 山田　哲也

長北 河村　志郎 河村　志郎 竹村　和之 竹村　和之 竹村　和之 岩﨑　和弘

演劇 伊藤　隆昌 伊藤　隆昌 伊藤　隆昌 大田　真一 村田　修一 村上　浩昭

合唱 中村　柔道 中村　柔道 牛見　正彦 竹村　和之 清水　利宏 山本　泰之

吹奏楽 河口　郁史 國清　賢一 國清　賢一 辻岡　博之 辻岡　博之 国清　賢一

器楽・管弦楽 齋藤　嗣夫 山田　哲也 山田　哲也 宮木　由紀子 宮木　由紀子 内田　正弘

日本音楽 牛見　正彦 牛見　正彦 前田　茂雄 前田　茂雄 古谷　方正 古谷　方正

吟詠剣詩舞 休部 休部 休部 休部 休部 休部

郷土芸能 古谷　方正 古谷　方正

ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 河口　郁史 國清　賢一 國清　賢一 辻岡　博之 辻岡　博之 国清　賢一

美術・工芸 須藤　恒史 須藤　恒史 高橋　等 高橋　等 高橋　等 浅原　正和

書道 齋藤　嗣夫 山田　哲也 山田　哲也 宮木　由紀子 金石　芳朗 古川　幸隆

写真 宮内　俊次郎 河村　隆 河村　隆 小土井　実 小野　倫代 末永　和文

放送 吉長　幸視 吉長　幸視 椎原　伸彦 椎原　伸彦 木村　香織 柴田　利道

囲碁 高原　透 山根　敬二 山根　敬二 辻岡　博之 辻岡　博之 杉山　昌史

将棋 須藤　恒史 須藤　恒史 椎原　伸彦 山田　哲也 山田　哲也 山田　哲也

小倉百人一首かるた 國吉　哲郎 土井　浩 土井　浩 土井　浩 待水　清信 待水　清信

文芸 大塚　泰二 鈴木　三郎 原井　進 辻岡　博之 辻岡　博之 竹村　和之

自然科学 古谷　修一 古谷　修一 西村　和彦 木村　香織 木村　香織 杉山　昌史

演劇 近藤　真美 近藤　真美 近藤　真美 近藤　真美 石田　千晶 石田　千晶

合唱 杉山　和歌奈 杉山　和歌奈 田中　睦 松屋　まなみ 田中　睦 髙山　律子

吹奏楽 中村　亮 中村　亮 中村　亮 中村　亮 中村　亮 中村　亮

器楽・管弦楽 秋本　　隆 秋本　隆 秋本　隆 秋本　隆 秋本　隆 秋本　隆

日本音楽 平田　直子 平田　直子 谷口　たかし 谷口　たかし 古田　正彦 古田　正彦

吟詠剣詩舞 休部 休部 休部 休部 休部 休部

郷土芸能 古田　正彦 古田　正彦

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

美術・工芸 濵﨑　洋 濵﨑　洋 島田　憲貢 島田　憲貢 島田　憲貢 島田　憲貢

書道 河合　和子 河合　和子 河合　和子 河合　和子 鏡　証子 鏡　証子

写真 尾﨑　勝利 尾﨑　勝利 尾﨑　勝利 尾﨑　勝利 尾﨑　勝利 尾﨑　勝利

放送 馬木　明美 馬木　明美 田中　祐子 田中　祐子 向井　俊恵 熊谷　麻衣子

囲碁 眞當　良洋 高野　朝男 高野　朝男 石部　潤 眞當　良洋 高野　朝男

将棋 弘中　敏之 弘中　敏之 弘中　敏之 堀　達也 堀　達也 堀　達也

小倉百人一首かるた 青池　のぞみ 青池　のぞみ 青池　のぞみ 青池　のぞみ 藤野　恭平 藤野　恭平

文芸 松永　直子 河井　昌枝 河井　昌枝 廣永　幸恵 廣永　幸恵 白井　理恵子

自然科学 大田　和子 大田　和子 大田　和子 石田　純一 石田　純一 石田　純一

栗林　正和 小土井　実 小土井　実 藤村　慎一郎 藤村　慎一郎 藤村　慎一郎

鈴木　三郎 德重　正昭 德重　正昭 原井　進 原井　進 齊藤　英一郎

西村　正浩 西村　正浩 西村　正浩 西村　正浩 西村　正浩 西村　正浩

中明　聖晴 中明　聖晴 中明　聖晴 －

－ － 渡辺　由美子 黒瀬　高志 河本　展子

－ － －

佐々木　靖子 佐々木　靖子 佐々木　靖子 佐々木　靖子 佐々木　靖子 山本　直美

佐賀　ひろ子 豊川　眞利子 舛井　美佐江 舛井　美佐江 丸山　智子 丸山　智子
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