
年度 受賞名 受賞団体

平成17年度 大賞 ゆざ演劇研究会（演劇・遊佐）

（第43回） 女声合唱団上山こまくさ（音楽・上山）

白土会（美術・新庄）

天童書道クラブ（書道・天童）

二科会写真部山形支部（写真・山形）

劇団だいこん座（演劇・鶴岡）
ＡＫＩＫＯフラメンコスタジオ（舞踊・山
形）            
日本民謡研究桃菊会（民謡・山形）

(社)日本ギター連盟山形支部（音楽・上山）

書道教育センター（書道・酒田）

芙蓉流日本舞踊教室（舞踊・新庄）

平成18年度  大賞
えゆう会花柳衛優舞踊研究所（舞踊・山形）
 

（第44回）  準大賞 雅之友会（音楽・酒田）

琴古流尺八龍童会（音楽・山形）

米沢フィルハーモニー管弦楽団（音楽・米
沢）

酒田フィルハーモニー管弦楽団（音楽・酒
田） 

美術サークル石の会（美術・酒田） 
志遊会（書道・米沢） 
山形県華道文化協会（華道・山形） 
文化の祭典実行委員会（音楽・村山）  
東根市民ミュージカル集団ブラッサムハーツ
（音楽・東根）  
上山書道連盟（書道・上山）  

平成19年度  大賞 劇団麦の会（演劇・鶴岡） 

（第45回）  準大賞 天童書道クラブ（書道・天童）

やまのべ女声合唱団（音楽・山辺）

創作人形あとりえ淑（美術・鶴岡）

山形女流美術（美術・山形） 
置賜書道クラブ（書道・長井） 
青葉みつるダンシングスタジオカンパニー
（洋舞・山形） 
長井市華道会（華道・長井） 

南沼原女声合唱団「槻の木」（音楽・山形）
  

劇団菜の花座（演劇・川西）  
庄内町芸術文化協会（新舞踊・庄内）  

優秀賞

優秀賞

平成１７年度（第４３回）～平成３０年度（第５６回）

優秀賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞



年度 受賞名 受賞団体

平成20年度  大賞 山形女流美術（美術・山形） 

（第46回）  準大賞 柳香会（日舞・山形）

伶俊会（邦楽・山形）

女声合唱団上山こまくさ（音楽・上山）

酒田フィルハーモニー管弦楽団（音楽・酒
田） 

山形写真芸術フォーラム（写真・山形） 

吉続舞踊学園（洋舞・鶴岡） 

鶴岡市いけばな七流派（華道・鶴岡） 

松逢会（邦楽・長井）  
さがえ｢童謡をうたうさくらの会」（音楽･寒
河江）  
佳陽会（美術・鶴岡）  

南陽市民会館自主文化事業実行委員会

三味線音里間流音里間会（邦楽・山形）

平成21年度  大賞 鶴岡土曜会混声合唱団（音楽・鶴岡） 

（第47回）
酒田フィルハーモニー管弦楽団（音楽・酒
田） 
合唱団じゃがいも（音楽・山形）

緑光会(美術･米沢）

東根市芸術文化協議会･東根市書道連盟（書
道・東根） 
劇団山形（演劇・山形） 
日本九重流鶴城清吟会 
尾花沢市｢雪ぐにの巨大な青むし」演劇公演
実行委員会
鶴岡放送児童合唱団（音楽・鶴岡）  
新庄吹奏楽団（音楽･新庄）  
フォトサロン写楽（写真）  
AKIK０フラメンコスタジオ(洋舞）
米沢市芸術文化協会

優秀賞

奨励賞

優秀賞

奨励賞



年度 受賞名 受賞団体

平成22年度  大賞 劇団山形（演劇・山形）

（第48回）  準大賞 山形県華道文化協会（華道・山形）

山形フィルハーモニー交響楽団（音楽
（洋）・山形）
上山吹奏楽団（音楽（洋）・上山）

白土会（美術・新庄）

村山市書道会（書道・村山）
山形県写真連盟（写真・山形）

日本民謡研究　桃菊会（民謡・山形）

柚子の会（音楽（邦）・鮭川）

寒河江混声合唱団（音楽（洋）・寒河江）

劇団楽天夢座（演劇・山形）
藤柳会（舞踊（日舞）・米沢）

平成23年度  大賞 華道家元池坊山形支部（華道・山形）

（第49回） 箏泉会（音楽（邦）・山形）

山形南高ＯＢ合唱団（音楽(洋)・山形）

スイングクレインズジャズオーケストラ
（音楽（洋）・鶴岡）

山形県美術連盟山形地区（美術・山形）

天童書道クラブ（書道・天童）
東北幻野（演劇・新庄）

酒田市民芸術祭実行委員会（舞踊(洋)
・酒田）

山形音楽振興会（音楽(洋)・山形）
けやきの森ブリティッシュブラスバンド
（音楽(洋)・上山）

「かなを書く」書道展実行委員会
（書道・米沢）
赤堀つる叟会（舞踊(日)・山形）
庄内岳風会（吟剣詩舞道・酒田）

優秀賞

奨励賞

優秀賞

奨励賞



年度 受賞名 受賞団体

平成24年度  大賞 琴古流尺八龍童会（音楽（邦）・山形）

（第50回） 鶴岡放送児童合唱団（音楽（洋）・鶴岡）
ロマンティックコンサート実行委員会（音楽
(洋)・山辺）

白甕社（美術・鶴岡）

米沢市民芸術祭総合書道展実行委員会（書
道・米沢）

日本風景写真協会山形支部（写真・山形）

日本舞踊千川流（舞踊（日）・酒田）

山形岳誠会（吟剣詩舞道・山形）

北村山吹奏楽団（音楽(洋)・村山）
村山混声合唱団フェブリエ（音楽(洋)・村
山）

日本舞踊柏樹流（舞踊（日）・鶴岡）

日本詩吟学院山形吟道会（吟剣詩舞道・山
形）

平成25年度  大賞 白甕社（美術・鶴岡）

（第51回） 琴古流尺八白龍会（音楽（邦）・山形）

山形音楽振興会（音楽(洋)・山形）

合唱団じゃがいも　（音楽（洋）・山形）

書道研究山形書道クラブ（書道・山形）

劇団楽天夢座（演劇・山形）

山形筑紫遊糸の会（音楽(邦)・山形）

ひとみ会（音楽(邦)・庄内）

鶴岡吹奏楽団・鶴岡響友会吹奏楽団合同演奏
会実行委員会（音楽（洋）・鶴岡）

河北町混声合唱団（音楽（洋）・河北）

白陽会（美術・大石田）
志遊会（書道・米沢）
写団「逍遥」（写真・米沢）
新庄市子ども芸術学校（演劇・新庄）
ザ・フラワーデザイナーズ（フラワーデザイ
ン・山形）

鶴岡市芸術文化協会（複合・鶴岡）

奨励賞

優秀賞

奨励賞

優秀賞



年度 受賞名 受賞団体

平成26年度  大賞
山形フィルハーモニー交響楽団（音楽(洋)・
山形）

（第52回）  準大賞
青葉みつるダンシングスタジオ（舞踊(洋)・
山形）

山形三曲協会（音楽（邦）・山形）

女声合唱団上山こまくさ（音楽(洋)・上山）

酒田市民美術展実行委員会（美術・酒田）

書法研究山紫会（書道・鶴岡）
山形県華道文化協会（華道・山形）
米沢市民芸術祭総合文学・歴史展実行委員会
（文学・米沢）

酒田三曲協会（音楽(邦)・酒田）

せい美会（美術・東根）
写団はぐろ（写真・鶴岡）
ぷちキッズ・モダンバレエサークル（舞踊
(洋)・庄内）
山形岳風会（吟詠・山形）
ボールルームダンスフレッシュ酒田（生活文
化・酒田）
新庄市芸術祭第50回記念事業実行委員会（複
合・新庄）

酒田市民芸術祭実行委員会（複合・酒田）

平成27年度  大賞 新庄演劇研究会（演劇・新庄）

（第53回） 柚子の会（音楽(邦）・鮭川）

けやきの森ブリティッシュブラスバンド（音
楽(洋)・上山）

山形吹奏楽研究会（音楽(洋)・山形）

佳陽会（美術・鶴岡）
村山市書道会（書道・村山）
ブラッサムハーツ（演劇・東根）

スワンバレエスタジオ（舞踊(洋)・酒田）

日本民謡研究桃菊会（民謡・山形）
備前音楽スタジオ（音楽(洋)・酒田）

鶴岡和紙ちぎり絵サークル（美術・鶴岡）

フォト・アイ（写真・鶴岡）
酒田市華道会（華道・酒田）

優秀賞

奨励賞

優秀賞

奨励賞



年度 受賞名 受賞団体

平成28年度  大賞
酒田フィルハーモニー管弦楽団（音楽(洋)・
酒田）

（第54回）
錦心流琵琶全国一水会酒田支部（音楽(邦)・
酒田）

緑光会（美術・米沢）

「かなを書く」書道展実行委員会（書道・米
沢）

庄内写真研究会（写真・鶴岡）
ゆざ演劇研究会（演劇・遊佐）
鶴岡市いけばな７流派（華道・鶴岡）

酒田市民芸術祭実行委員会（複合・酒田）

長井文化協会（複合・長井）
シンフォニック荘内流（音楽(邦)・鶴岡）
押し花サークル四季彩（美術・庄内）
芝居一座「風」（演劇・山形）

平成29年度  大賞
主催：東根市芸術文化協会
主管：東根市書道連盟（書道・東根）

（第55回） 東北現代美術協会（美術・山形）
花の会山形（写真・山形）
劇団山形（演劇・山形）
山形県華道文化協会・酒田市華道会（華道・
酒田）
米沢市芸術文化協会（複合・米沢）
荘内金管合奏団（音楽（洋）・鶴岡）
上山混声合唱団「フロイデ」（音楽（洋）・
上山）
新庄華道連盟（華道・新庄）

酒田市芸術文化協会平田支部（複合・酒田）

鮭川村文化団体連合会（複合・鮭川）

平成30年度  大賞 合唱団じゃがいも（洋楽・山形）
（第56回） 山形筑紫遊糸の会（邦楽・山形）

やまのべ女声合唱団（洋楽・山辺）

鈴木美知子パッチワーク教室（美術・米沢）

山形書道クラブ（書道・山形）

山形写真芸術フォーラム（写真・山形）

劇団楽天夢座（演劇・山形）
米沢市民芸術祭総合華道展実行委員会（華
道・米沢）
朝陽会（邦楽・山形）
酒田吹奏楽団（洋楽・酒田）
誠筆会（書道・山形）
漢劇ＷＡＲＲＩＯＲＳ（演劇・山形）

優秀賞

奨励賞

優秀賞

奨励賞

優秀賞

奨励賞


