
名古屋市民芸術祭賞 (平成 2年度～平成 23年度)                     
年度／部門 音楽部門 演劇部門 舞踊部門 伝統芸能部門 

平成 2 年度 
池田京子 

ソプラノリサイタル 

劇座スタジオ公演 

「マインド」 

佐々智恵子バレエ団公演 

「カルミナ・ブラーナ」 

15 周年記念 

竹内菊リサイタル 

平成 3 年度 
武本京子 

ピアノリサイタル 

劇団名古屋公演 

「ブラジルの花嫁」 

越智インターナショナルバレ

エ公演「ジゼル」 

第 2 回新内勝知与 

リサイタル 

平成 4 年度 
菅沼綾子メゾソプラノ 

リサイタル 

劇団名芸創立 30周年記念 

公演「夢芝居」 

三代真史ジャズ舞踊団公演 

「蜘蛛の糸」 

十世藤田六郎兵衛追善能 

能「松風」 

平成 5 年度 
中岡祐子・中岡秀彦ピアノ

デュオリサイタル 

劇団・夏蝶第 13 回公演 

「女の庫」 

創立 40 周年記念 

松岡伶子バレエ団公演「石の花」 

第 10 回五條園美 

リサイタル(第 2 部) 

平成 6 年度 
鈴木俊哉 

リコーダーリサイタル 
該当なし 

佐々智恵子バレエ団公演 

オペラチックバレエ「カルメン」 

岩田恭彦・大久保智子 

ジョイントリサイタル 

平成 7 年度 
カザボン田島三保子 

ピアノリサイタル 

名古屋劇団協議会創立 30 周

年記念公演「明治転回」 

後藤千花ステップ・ワークスバレエ 

公演「月の柩」他 
該当なし 

平成 8 年度 
中沖玲子 

ピアノリサイタル 

劇座公演 

「火宅か修羅か」 
該当なし 

吉村輝尾 

舞の會 

平成 9 年度 
ザ・ストリングス名古屋 

第 2 回定期演奏会 

シアター・アンサンブル春一番公演 

「リサの瞳の中に」 

創立 10周年記念 後藤千花ステップ・

ワークスバレエ公演 

野村祐子 箏リサイタル 

「現代の箏曲」 

平成 10 年度 
寺本義明 

無伴奏フルートリサイタル 

劇団・夏蝶第 17 回公演 

「マンザナ、わが町」 

塚本洋子バレエスタジオコンテンポ

ラリーバレエ「EDEN」 

そ乃美会 

西川そ乃美舞踊の會 

平成 11 年度 
宮田俊雄 

ピアノリサイタル 

劇団名芸第 48 回公演 

「302 号室の春」 
該当なし 該当なし 

平成 12 年度 
佐野恵 

ピアノリサイタル 

鈴木宣隆芸歴 25 周年記念一人人形芝

居「秋深番頭多忙金銭計略」 

松岡伶子バレエ団公演 

「ライモンダ」 
該当なし 

平成 13 年度 
森恵美子 

ピアノリサイタル 

劇 団 ジ ャ ブ ジ ャ ブ サ ー キ ッ ト 第 3 5 回 公 演 

「 中 野 エ ス パ ー 」 を め ぐ る 冒 険 ・ 大 改 訂 版 

後藤千花 

ステップ・ワークスバレエ公演 

富田清邦 

地歌箏曲演奏会 

平成 14 年度 
平田文(ヴァイオリン)＆カプリエレ・ナティ

ッラ（ギター）デュオ・コンサート 

劇団名古屋創立 45 周年記念公演 

第 2 弾「こんにちは、母さん」 
該当なし 該当なし 

平成 15 年度 
水村さおり 

ピアノリサイタル 

伊沢勉の会 

「お父さんの旗日」 

越智インターナショナルバレエ日本・ウクライナ合同 

グランド・バレエ「ラ・バヤデール」 

西川真乃女・大和三千妙 

「一葉・大和楽に舞う」 

平成 16 年度 
中岡秀彦・中岡祐子 

ピアノデュオリサイタル 

劇団Ｂ級遊撃隊公演 

「真・似・禁」 

塚本洋子バレエ団公演 

深川秀夫版「コッペリア」 

第 8 回能楽 

「鏡座」公演 

平成 17 年度 該当なし 
ながたひとし一人芝居 

「ひとはねはねて」 
該当なし 該当なし 

平成 18 年度 
広瀬悦子 

ピアノリサイタル 

劇団ジャ ブジャ ブサーキ ット 

第 45 回公演「歪みたがる隊列」 
該当なし 該当なし 

平成 19 年度 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

平成 20 年度 
石川馨栄子 

ピアノリサイタル 
該当なし 

NPO法人豊田シティバレエ団 

真珠「乙姫伝説」～うらしま～全 2幕 
該当なし 

平成 21 年度 該当なし 
劇団あおきりみかん 

其の弐拾壱「占いホテル」 
該当なし 新内勝知与リサイタル 

平成 22 年度 
相可佐代子  

メッツォ・ソプラノリサイタル 
該当なし 該当なし 該当なし 

平成 23 年度 

長屋弘子＆森本ふみ子 

ジョイントリサイタル 

～マルコ・ボエーミ氏を迎えて～ 

shelf volume12 

「構成・イプセン― 

 Composition/Ibsen」 

テアトル･ド･バレエ カ

ンパニー公演 

「白鳥の湖」（全幕） 

該当なし 



名古屋市民芸術祭賞 (平成 24年度～令和 4年度)                     

年度／部門 音楽部門 演劇部門 舞踊部門 伝統芸能部門 

平成 24 年度 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

平成 25 年度 該当なし 
劇団Ｂ級遊撃隊公演

「満月ドリル」 

35 周年記念 

川口節子バレエ団創作公演 

「舞浪漫 My Roman 2013」 

ふたり華  

鯉之亟・鯉娘  

舞踊リサイタル 

平成 26 年度 

平成 24 年度 

愛知県芸術文化選奨文化

賞受賞記念 

山口雅子ソプラノリサイタル  

試験管ベビー 

33rd capsule 

「僕が地球を救ったら…」 

岡田純奈バレエ団 
創立 50 周年記念公演 
「白鳥の湖」（全幕） 

該当なし 

平成 27 年度 
寺本みなみ 

ピアノリサイタル 
刈馬演劇設計社 PLAN-09「ク

ラッシュ・ワルツ」 

ゆかりバレエ 
創立25周年記念公演＆
定期発表公演 Vol.15 
第三部「カルミナ・ブラーナ」 

該当なし 

平成 28 年度 
窪田健志 
打楽器リサイタル vol.3 
「古からのリズム、そしてウタ」  

該当なし 
松岡伶子バレエ団公演 

「シンデレラ」全二幕 
該当なし 

平成 29 年度 該当なし 該当なし 該当なし 

箏曲正絃社 
野村正峰生誕 90 周年記念 
“創造”の DNA－和楽の響き 

平成 30 年度 
相可佐代子 
メゾソプラノリサイタル 

該当なし 該当なし 
杵屋見佳 
長唄三味線演奏会 
～My Mother’s Long Wish～ 

令和元年度 

窪田健志 
打楽器リサイタル vol.4 
「 打 楽 器 の 多 様 性 -

Diversity of Percussion-」 

該当なし 

Yoko Tsukamoto 
テアトル・ド・バレエカン

パニー公演 2019 

深川秀夫版 

「くるみ割り人形」全幕 

第六回 
桜美の会 一部 

令和 2 年度 新型コロナウイルスの影響により、コンペティションの実施はなし。 

令和 3 年度 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

令和 4 年度 
近野賢一 
バリトンリサイタル 
～冬の旅～ 

該当なし 該当なし 
竹本知子 
箏リサイタル２０２２ 

 



名古屋市民芸術祭審査員特別賞 (平成 7年度～平成 20年度)                

年度／部門 音楽部門 演劇部門 舞踊部門 伝統芸能部門 

平成 7 年度 
山本真由美 

ソプラノリサイタル 
該当なし 該当なし 

杵屋六秋・廣瀬幸江 

長唄おやこ会公演 

平成 8 年度 
荻野砂和子 

ソプラノリサイタル 

劇時伝人希求座公演 

「出会い」 
該当なし 

大久保智子 

リサイタル 

平成 9 年度 該当なし 
少年ボーイズ公演

「犯罪家族」 

中尾貴子フラメンコ ヒ

ラソル公演「胎動」 

杵屋喜多六リサイタル 

三味線の調べ 

平成 10 年度 
馬場勝代 

ピアノリサイタル 
該当なし 該当なし 

玉城流扇寿会 金城美枝子 谷田嘉子

琉舞道場 琉球舞踊(第二部) 

平成 11 年度 
中岡秀彦 

ピアノリサイタル 
少年ボーイズ公 
「ストリッパー物語」 

該当なし 
「笛」福原寛「唄」東音山田卓 

ジョイントリサイタル パートⅡ 

平成 12 年度 該当なし 該当なし 該当なし 
なのり座 

第 4 回公演 

平成 13 年度 
ジャズラブオーケストラ 

30 周年記念リサイタル 

前田扶美子＋GOOD 

FRIENDS「夜叉姫-伝」 
該当なし 該当なし 

平成 14 年度 
林 裕 

チェロリサイタル 
該当なし 

猪崎弥生舞踊公演 

「場の記憶」 

東音中島真実 

長唄リサイタル 

平成 15 年度 
グリーン・エコー 

第 47 回演奏会 

劇団うりんこ 

「①系統一社循環バス 

～佐々木運転手編～」 

該当なし 

第 3回リサイタル 

「たゆたう波のように 谷澤知巴矢 

心の響き」 

平成 16 年度 
山本直人 

オーボエリサイタル 
該当なし 

猪崎弥生舞踊公演

「明日の眼差し」 

野村峰山尺八リサイタル  

「管絃四題」古典～現代への創造 

平成 17 年度 

矢口十詩子 

ヴァイオリンリサイタル 
該当なし 

BALLET NEXT 

「ジゼル」全幕 

岩田律園 

第 12回尺八ファミリーリサイタル

「尺八いまむかし」 亀井良幸 

クラリネットリサイタル 

平成 18 年度 

林 裕 J.S.バッハ無伴奏

チェロ組曲全曲演奏会 守山の文化を考える会 

うた物語 

「サキちゃんのおくりもの」  

コンテンポラリーダンス 

(野々村明子プロデュース公演)  

「鬼子母神さま降りて

舞いて候ふ」 

名古屋観世九皐会 

六十五周年記念別会 

Voci Amiche The 11th Concert 
藤原義久脚本・作曲によ

る合唱オペラ新作初演 

稻舟妙寿 

小唄リサイタル 

平成 19 年度 

荻野砂和子ソプラノリサイタル

vol.18 English Songs part.2 

NEO 企画第 22 回公演(グループ希提携公演) 

「望郷・そして飛翔」 

－中国残留婦人・孤児たちの記録－ Surya-Metu 10th Anniversary 

大地の鼓動 -響きの舞い- 

竹に魅せられて 

加藤条山尺八リサイタルＶ 
清水皇樹・清水敦子 
ピアノデュオリサイタル 

劇団あおきりみかん 

其の拾七「漂流裁判」 

平成 20 年度 

原田綾子ピアノ・リ

サイタル 

shelf volume08「Little Eyolf-

ちいさなエイヨルフ-」 猪崎弥生舞踊公演 

「荒地」 

第 15 回 

杵屋六秋・杵屋六春 

長唄おやこ会 ～艶～ 水谷朋子ソプラノリサイタルⅤ 

現代日本の作家展 vol.1 

オブジェクトパフォーマンスシ

アターvol.16「七月王」 

 

 

 



名古屋市民芸術祭特別賞 (平成 21年度～平成 30年度)  ※名称変更               

年度／部門 音楽部門 演劇部門 舞踊部門 伝統芸能部門 

平成 21 年度 

(企画賞) 

守光明子 

ピアノリサイタル 

(アンサンブル賞) 

試験管ベビー20th capsule 

「罪なき子供のヒドイ毒」 

(エンターテインメント賞) 

名鶴ひとみステージング

ダンス「Nous 14th」 

(企画賞) 

花舞伎  

小川珊鶴半白記念 

特別公演 

(奨励賞) 

Dance Work こかチ Art Scramble Vol.14 

「遊びをせんとや生まれけむ」 

平成 22 年度 

(ベストアーティスト賞) 

長野量雄 

ピアノリサイタル 

（エンターテインメント賞） 

メリー・アーティスツ・カンパニー 

第４回定期公演ジャズ・ミュージカル 

「スウィング・ライヴリー」 

(企画賞) 

ゆうこ♡バレエスタジオ 

創立１５周年記念公演 

「Ｒｏｍｅｏ ＆ Ｊｕｌｉｅｔ」  

（技芸賞） 

第二回 伊藤三津江 

箏曲地歌演奏会 

平成 23 年度 

(入魂合唱表現賞) 
「創立４０周年 クール・ジ

ョワイエ演奏会」 

～男声合唱による西村朗作品集～ 

     該当なし 該当なし 該当なし 

平成 24 年度 

（企画賞） 

田中孔波ピアノリサイ

タル 

（グッドバランス賞） 

名古屋シアター・アーツ公演 

「たとえば野に咲く花の

ように」            

該当なし 

（奨励賞） 

岡崎美奈江  

箏・三絃リサイタルⅡ 

未来へ～古典の輝き～          

平成 25 年度 

(ベストアーティスト賞) 

窪田健志 パーカッシ

ョンリサイタル vol.2

「原点からの想起」 

該当なし 

（奨励賞） 

Yoko Tsukamoto  

テアトル･ド･バレエ 

カンパニー公演 

「Next Spring」 

（企画賞） 

箏曲正絃社  

野村正峰作品展 

平成 26 年度 

（企画賞） 

室内楽集団アンディアーモ 

ラヴェル室内楽全曲演奏

会 第４回 最終夜 

（ハイクオリティー賞） 

刈馬演劇設計社 

PLAN06「誰も死なない」     

（スピリット賞） 

平成 24 年度名古屋市芸術

奨励賞受賞記念公演 

倉知可英 

DANCEYARD４ 

（奨励賞） 

園美の会舞踊公演一部 

「第四回桜美の会」 

平成 27 年度 

（企画賞） 

吉田文パイプオルガンリ

サイタル 

（総合舞台芸術賞） 

演劇ユニット DORAMAYA 

HONPO 第 14 回公演 

「南町奉行根岸肥前守日

記俄雨」 

（奨励賞） 

後藤千花 

ステップ・ワークスバレエ

公演 

（功労賞） 

尾張名古屋に蘇る 

筑前琵琶・久世旭如 

リサイタル 

平成 28 年度 

（企画賞） 

小林史子ソプラノリサイ

タル 

｢ヨーロッパの東の風」

vol.2 

（奨励賞） 

空宙空地第 5 回本公演 

「轟音、つぶやくよう う

たう、うたう彼女は」 

該当なし 

（精励賞） 

第 15 回狂言三の会公演 

～十四世野村又三郎斯道

四十周年記念～ 

平成 29 年度 

（企画賞） 

渡部純子ソプラノリサイ

タル 2017 

「言葉×音楽×芝居」 

（精励賞） 

劇団名古屋 

創立 60 周年記念公演 

第二弾「あ・り・が・と」 

（熱演賞） 

名鶴ダンスカンパニー 

創立 35 周年記念公演 

「ＮＯＵＳ １７ｔｈ」 

（精励賞） 

明珠会 

第 25 回記念公演 

第 6 回日本文化と舞 

都山流尺八峰山会 

「座敷舞の会」 

（奨励賞） 

五島史誉ピアノリサイタ

ル 

「色をさがして」 

平成 30 年度 

（舞台芸術賞） 

松波千津子ソプラノリサ

イタル 

vol.7 in ルチア 

（チャレンジ賞） 

Office KAN 

第四回プロデュース公演 

戦国ミュージカル 

「覇王の子」 

（熱演賞） 

清洲 MDA30 周年記念 

石原弘恵舞踊公演 

「窺知～ワタシの在処～」 

（企画賞） 

竹の響き VOL.5 

「管管共響」 

～洋々たる奏楽の音～ 

（チャレンジ賞） 

KAYAKU NIGHT Vol.3  

「マイ・パーフェクト・ワー

ルド」 

 



名古屋市民芸術祭特別賞 (令和元年度～令和 4年度 )           

令和元年度 

（作品創造賞） 

トーマス・マイヤー＝フ

ィービッヒ 

作品個展演奏会 2019 

（企画賞） 

刈馬演劇設計社 PLAN-14 

「異邦人の庭」 
（舞台芸術賞） 

越智インターナショナルバレエ  

創立 70 周年記念公演 

「ロミオとジュリエット」全幕  

（チャレンジ賞） 

杵屋喜鶴 

喜鶴の調べ 

～垣根を越えて～ 

（奨励賞） 

廃墟文藝部第六回本公演 

「サカシマ」 

令和 2 年度 新型コロナウイルスの影響により、コンペティションの実施はなし。 

令和 3 年度 

（奨励賞） 

戸谷誠子 

ピアノ・リサイタル 

（奨励賞） 

劇団うりんこ 

「わたしとわたし、ぼ 

くとぼく」 

（風焔賞） 

加藤おりは y Company  

DANZAK スペイン舞踊 

公演「SOPLAR～いのちの

風焔～」 

（チャレンジ賞） 

登龍亭獅鉃 

らくご芝居 

「新・中村仲蔵」 
（オリジナルアンサンブル賞） 

VIOLASSIMO! vol.6 

令和 4 年度 

（奨励賞） 

高木俊彰チェロリサイタル 

ベートーヴェンチェロ作

品全曲演奏会 Ⅰ 

（チャレンジ賞） 

１６号室 

唯我独尊「ＴＨＥ ＢＥＥ」 

（メモリアル賞） 

40 周年記念テアトル・ド・

バレエ カンパニー 

メモリアル公演 

深川秀夫版「ドン・キホーテ」全幕 

該当なし 

 


