
千葉市芸術文化新人賞　受賞者一覧
回

(年度)
表賞区分 名前 分野 分野詳細

伊藤　亮太郎 音楽 ヴァイオリニスト

江　屹 美術 画家

齊藤　尊史 演劇 演劇・俳優

朝香　麻美子 音楽 筝曲演奏家

大原　裕行 美術 画家

尾崎　有飛 音楽 ピアニスト

大多和　正樹 音楽 和太鼓演奏家

佐善　圭 美術 彫刻家

関　美能留 演劇 演出家

神代　良明 美術 ガラス工芸家

枌谷　聖 舞踊 バレエダンサー

髙木　竜馬 音楽 ピアニスト

第５回
(H18)

新人賞 藤蔭　静寿 舞踊 日本舞踊家

大塚　百合菜 音楽 ヴァイオリニスト

徳田　雄一郎 音楽 作曲家・サックス奏者

佐藤　信太郎 美術 写真家

髙橋　梓 音楽 ヴィオラ奏者

西村　悟 音楽 声楽家

尾崎　未空 音楽 ピアニスト

川上　浩市 音楽 津軽三味線奏者

高橋　文樹 文芸 作家

岡本　拓也 音楽 クラシックギター奏者

山岸　努 音楽 ヴァイオリニスト

齋藤　圭子 文芸 漫画家・絵本作家

東京情報大学映像ゼミナール その他 映像研究室

伊藤　哲一 美術 彫刻家

佐野　友紀 音楽 鼓奏者

田中　裕一 音楽 ギター奏者・作編曲家

奨励賞 寺原　太郎 音楽 インド音楽演奏家

栗原　知子 文芸 詩人

黒木　雪音 音楽 ピアニスト

和泉　聡志 音楽 ギター奏者

山田　貴子 音楽 ピアニスト・作曲家

NARAMIX(渡邉万莉菜） 美術 木版画家

野本　洋介 音楽 打楽器奏者・作曲家

村松　稔之 音楽 声楽家

萩原　ゆうき 舞踊 クラシックバレエダンサー

佐藤　央育 美術 画家

ユアサ　エボシ（湯浅浩幸） 美術 画家

東　あかり 音楽 ヴァイオリニスト

牧田　愛 美術 画家

伊藤　巧真 音楽 作曲家

堤　怜子 音楽 声楽家

松永　大司 その他 映画監督

マツムラ　ケンゾー その他 映像作家

望月　美都輔 音楽 古典芸能・邦楽囃子・横笛奏者

渡辺  海智 音楽 ウクレレアーティスト・作曲家

和田  的 美術 陶芸家

池田　貴弘 舞踊 ＢＭＸフラットランド

臼田　圭介 音楽 ピアニスト

宮下　夕鶴 舞踊 クラシックバレエダンサー

江上　越 美術 現代美術作家

久故　妃世莉 舞踊 クラシックバレエダンサー

澤田　香萌 音楽 ヴァイオリニスト・ヴィオラ奏者

地村　洋平 美術 現代美術作家・ガラスアート作家

有働　里音 音楽 ヴァイオリニスト

木ノ村　茉衣 音楽 ヴァイオリニスト

樽見　ヤスタカ 音楽 ドゥドゥク奏者・作編家

木内　あかり 美術 銅版画家

佐藤　恵介 美術 画家

ジュニアコーラス　フェアリーズ 音楽 児童合唱

土門　大士 美術 絵画

奨励賞 下野　友嗣 美術 画家

上村　洋一 美術 写真家

亀井　博子 音楽 マリンバ奏者

川畑　嘉文 美術 写真家

鈴木　真理乃 音楽 フルート奏者

中島　愛実 音楽 トランペット奏者

森下　大輔 美術 写真家

山本　栞路 音楽 チェロ奏者

波多野　太郎 音楽 チェロ奏者

新人賞 米澤　賢人 演劇 ミュージカル俳優

村尾　隆人 音楽 ヴァイオリニスト

三浦　衣織 舞踊 クラシックバレエダンサー

神戸　遥真 文芸 児童文学小説家
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