
年度 受賞名 受賞団体
昭和56年度 大賞  劇団「いでは」 （鶴岡）

(第19回)  新庄第九の会
 梓山獅子踊保存会 （米沢）
 渡辺 伸綱 （美術・山形）
 大内 千堂 （書道・山形）
 日野 （写真・山辺）

昭和57年度 大賞  酒田フィルハーモニー管弦楽団
(第20回)  山形県民謡振興会最北連合会

 やまがた人形劇の会
 鶴岡市芸術振興会議
 山形県写真連盟
 土井 俊夫 （山形三曲協会・山

昭和58年度 大賞  男声合唱団コール・マイゼン （山
(第21回)  一水会酒田支部

 劇団「いでは」 （鶴岡）
 劇団「北」 （山形）
 山形三曲協会
 天童市茶華道連合会
 ビッグ・スウィング・フェイス（天童）
 山形フィルハーモニー交響楽団

昭和59年度 大賞
 新宮 登山形バレエアートスクール
（山形）

(第22回)  日本アカデミー室内合奏団 （山
 日本ギター連盟山形支部 （山形）
 米沢吹奏楽愛好会 （米沢）
 劇団「いでは」 （鶴岡）
 劇団「北」 （山形）
 白甕社 （鶴岡）
 山形県華道文化協会 （山形）

昭和60年度 大賞  鶴岡土曜会混声合唱団
(第23回)  日本ギター連盟山形支部 （山形）

 米沢吹奏楽愛好会 （米沢）
 劇団「いでは」 （鶴岡）
 劇団「山形」
 劇団「北」 （山形）
 山形県総合美術展覧会
 米沢書道会

昭和61年度 大賞  「成敗」公演実行委員会
(第24回) 準大賞  山形市民合同音楽祭実行委員会

 山形フィルハーモニー交響楽団
 日本アカデミー室内合奏団 （山
 琵琶一水会酒田支部
 米沢吹奏楽愛好会 （米沢）
 劇団「北」 （山形）
 第1回山形市日本舞踊合同公演実
行委員会
 えゆう会
 山形県現代舞踊団 ゛翔゛
 日本九重流詩吟学会鶴城清吟会

昭和62年度 大賞  該当なし
(第25回) 準大賞  劇団「麦の会」 （鶴岡）

昭和５６年度（第１９回）～平成１６年度（第４２回）

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞



 松生会 （山形）
 男声合唱団コール・マイゼン （山
 秋麗会 （酒田）
 山形フィルハーモニー交響楽団
 山形三曲協会
 山形市写真連盟
 吟道岳鷹会 （米沢）
 山形県華道文化協会 （山形）
 幸風会 （山形）

奨励賞  劇団「山形」
努力賞  北陽社 （新庄）

昭和63年度 大賞  龍童会・えゆう会
(第26回) 準大賞  ひがしね第九を歌おう会

 松絃会
 米沢市民オーケストラ
 酒田フィルハーモニー管弦楽団
 劇団「北」
 藤琳会
 新宮 登山形バレエアートスクール
 吉続舞踊学園

平成元年度 大賞  該当なし
(第27回)  よねざわ「第九を歌う会」実行委員

 山形吹奏楽研究会
 鶴岡土曜会混声合唱団
 新庄吹奏楽団
 村山市美術連盟
 天童ドラマグループ
 劇団「山形」
 華道家元池坊山形支部
 日本舞踊合同公演実行委員会
（山形）
 青葉みつるダンシングスタジオ
（山形）
 ゆざ演劇研究会
 民謡町田会 （長井）
 創作舞台公演「ヨナサワ幻想」実行
委員会

平成2年度 大賞  該当なし
(第28回)  光楓会 （米沢）

 山形三曲協会 （山形）
 山形フィルハーモニー交響楽団
（山形）
 米沢吹奏楽愛好会 （米沢）
 白甕社 （鶴岡）
 山形県書道連盟 （山形）
 劇団「麦の会」 （鶴岡）
 ゆざ演劇研究会 （遊佐）
 柳香会 （山形）
 青葉みつるダンシングスタジオ
（山形）
 日本九重流鶴城清吟会 （鶴岡）
 三味線良絃会 （長井）
 鮭川歌舞伎保存会 （鮭川）

平成3年度 大賞  米沢吹奏楽愛好会 （米沢）
(第29回)  やまがた文学祭実行委員会

 山形南高０Ｂ合唱団

優秀賞

奨励賞
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 山形市女流美術展実行委員会
 東根市民書道展実行委員会
 ゆざ演劇研究会 （遊佐）
 日本舞踊合同公演実行委員会
（山形）
 華道家元池坊山形支部
 日本民謡協会・山会米沢支部

平成4年度 大賞  米沢「雪灯籠」演奏会実行委員会
(第30回)  錦心流琵琶一水会鶴岡支部

 山形フィルハーモニー交響楽団
 山形吹奏楽研究会
 山形市民美術展実行委員会
 酒田市書道連盟
 劇団「北」 （山形）
 侃鶯会 （民謡・長井）

平成5年度 大賞  白甕社 （美術・鶴岡）
(第31回)  嚶鳴女声合唱団 （山形）

 合唱団じゃがいも （山形）
 米沢市総合書道会
 劇団「北」 （山形）
 柳香会 （舞踊・山形）
 吉続舞踊学園 （鶴岡）
 三味線音里間会 （民謡・山形）

平成6年度 大賞
 創作舞踊劇「常磐津 縫い目なしの
衣」 （天童）

(第32回) 準大賞  花柳衛優舞踊リサイタル （山形）
 松生会50周年特別演奏会 (邦楽・
山形)
 混声合唱組曲 南陽賛歌「白竜湖」
 第45回緑光会記念展 （美術・米
 第25回県写真連盟会員展 （山形）
 桂木会・藤本会結成20周年記念発
表会  （民謡・山形）
 ごんぼ座 （演劇・山形）
 総合舞台劇「北海の怒涛」 （村山）
 総合舞台劇「若き鷹たち」 （長井）

平成7年度 大賞  劇団 麦の会「分校春秋」 （鶴岡）
(第33回)  山形アカデミー室内合奏団

 米沢フルート音楽研究会
 上山市民のためのコンサート
 酒田市民美術展
 置賜書道クラブ （白鷹）
 劇団「山形」
 東北幻野 （新庄）
 吉続舞踊学園 （鶴岡）
 華道栖草流 （山形）
 日本民謡桃菊会 （山形）

平成8年度 大賞  山形フィルハーモニー交響楽団
(第34回)  山形三曲協会

 鶴岡土曜会混声合唱団
 白土会 （美術・新庄）
 東根市書道連盟
 ゆざ演劇研究会
 若柳須美扇社中 （舞踊・東根）
 寒河江吟友会

平成9年度 大賞  鶴岡土曜会混声合唱団
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(第35回)  上山吹奏楽団
 山形市民美術展実行委員会
 上山市書道連盟
 劇団「山形」
 東北幻野
 青葉みつるダンシングスタジオ
 長井市華道会
 三味線民謡仲嶋会

平成10年度 大賞
 男声合唱団コール・マイゼン （音
楽・山形）

(第36回)  劇団「表現舎刻一刻」 （演劇・鶴
 伶俊会 （音楽・山形）
 山形アカデミー室内合奏団 （音
楽・山形）
 山形市女流美術 （美術・山形）
 山形フォトクラブ （写真・山形）
 劇団「山形」 （演劇・山形）
 吉続舞踊学園 （舞踊・鶴岡）
 財団法人小原流山形支部 （華道・
上山）
 松逢会 （音楽・長井）
 村山市書道会 （書道・村山）
 劇団「だいこん座」 （演劇・鶴岡）

平成11年度 大賞  劇団「ぬーぼー」 （演劇・米沢）
(第37回) 準大賞  柳香会 （舞踊・山形）

 酒田フィルハーモニー管弦楽団
（音楽・酒田）
 上山美術会 （美術・上山）
 酒田市書道連盟 （書道・酒田）
 山形県写真連盟 （写真・山形）
 ミュージカル「よじろう」公演実行委
員会 （演劇・東根）
 民謡・三味線 桂木会 （民謡・山
 千川流 （舞踊・酒田）
 古田歌舞伎保存会 （民俗芸能・小
国）

平成12年度 大賞  アンサンブル・コルネ （音楽・山
(第38回)  タウベンコール （音楽・山形）

 スイング・クレインズ・ジャズ・オー
ケストラ （音楽・鶴岡）
 米沢吹奏楽愛好会 （音楽・米沢）
 新庄美術協会 （美術・新庄）
 置賜書道クラブ （書道・長井）
 劇団山形 （演劇・山形）
 良絃会 （民謡・長井）
 おおえの歴史と文化創造事業実行
委員会 （音楽・大江）
 美鈴会 （美術・米沢）
 鶴岡写友会 （写真・鶴岡）

平成13年度 大賞  合唱団じゃがいも （音楽・山形）
（第39回） 準大賞  ゆざ演劇研究会 （演劇・遊佐）

 錦心流琵琶全国一水会鶴岡支部
（音楽・鶴岡）
 櫻鳴女声合唱団 （音楽・山形）
 酒田市民美術展実行委員会 （美
術・酒田）

奨励賞
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 村山市書道会 （書道・村山）
 鶴岡写友会 （写真・鶴岡）
 長井文化協会40周年記念事業実
行委員会 （演劇・長井）
 天童市合唱団体連絡協議会 （音
楽・天童）
 恵舟書院 （書道・米沢）
 スワンバレエスタジオ （舞踏・酒

平成14年度 大賞  表現舎 刻一刻 （演劇・鶴岡）
（第40回）  秋麗会 （音楽・酒田）

 米沢フルート音楽研究会 （音楽・
米沢）
 鶴岡土曜会混声合唱団 （音楽・鶴
岡）
 山形市民美術展実行委員会 （美
術・鶴岡）
 天童市書道家協会 （書道・天童）
 青葉みつるダンシングスタジオ
（舞踏・山形）
 三味線 民謡 仲嶋会 （民謡・村
 コールカラスロワ （音楽・酒田）
 キラキラ会 （音楽・山形）
 日本画研究グループ竹馬会 （美
術・山形）
 第7回余目町美術祭実行委員会
（華道・余目）

平成15年度 大賞  米沢吹奏楽愛好会 （音楽・米沢）

（第41回）
 創作人形あとりえ淑の会 （美術・
鶴岡）
 東根市書道連盟 （書道・東根）
 劇団山形 （演劇・山形）
 劇団麦の会 （演劇・鶴岡）
 長井文化協会 （舞踊・長井）
 吉続舞踊学園 （舞踊・鶴岡）
 鶴岡市いけ花７流派 （華道・鶴岡）
 新庄吹奏楽団 （音楽・新庄）
 上山混声合唱団フロイデ （音楽・
上山）
 シグナス・バレエスタジオ （舞踊・
山形）

平成16年度 大賞  アンサンブル・コルネ （音楽・山形）

（第42回） 準大賞  劇団山形 （演劇・山形）
 山形三曲協会 （音楽・山形）
 山形フィルハーモニー交響楽団 （音楽・山形）

 鶴岡土曜会混声合唱団 （音楽・鶴岡）

 米沢市民芸術祭 総合工芸展
（美術・米沢）
 酒田市書道連盟 （書道・酒田）
 民謡三味線桂木会 （民謡・山形）
 第九を歌う会実行委員会 （音楽・
村山）
 遊佐混声合唱団 （音楽・遊佐）
 吉門会 （舞踊・鮎川）奨励賞
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