
ｍ平成１０年度受賞者ｍ 

 

【文化賞】 

■大谷 義明さん（郷土史研究） 

通算活動：３４年６月 

■北広島市文化連盟（文化一般） 

 通算活動：２５年 

【文化奨励賞】 

■浜田 サダ子さん（日本舞踊） 

通算活動：３７年 

■子ども文庫ぐるんぱ（読書普及） 

 通算活動：２０年 

【青少年文化賞】 

■中山 智詞さん（珠算） 

◇札幌東商業高等学校２年 

 第45回全国高等学校珠算競技大会 

個人総合競技１位 

【青少年文化奨励賞】 

■辻村 奈緒さん（絵画） 

◇西の里中学校２年 

第31回電波障害防止図案コンクール 

電波障害防止中央協議会会長賞 

■丹野 愛美さん（絵画） 

◇西の里中学校２年 

第11回マイタウン・マイリバー・アート 

コンテスト           特選 

■大曲中学校吹奏楽部（吹奏楽） 

 第43回北海道吹奏楽団体コンクール 

Ｂ級編成 金賞 

 

ｍ平成１１年度受賞者ｍ 

 

【文化奨励賞】 

■西澤 定冶さん（文化一般・民謡） 

 通算活動：２０年 

■桑山 弘平さん（民謡） 

通算活動：２１年５月 

■北広島市邦楽邦舞ひまわり会（邦楽・邦舞） 

 通算活動：２４年３月 

【青少年文化奨励賞】 

■佐藤 華葉さん（作文） 

 ◇東部小学校５年 

 第7回国際理解・国際協力のための作文 

コンテスト     小学生の部 金賞 

■塚田 愛可さん（科学・発明工夫） 

 ◇西部小学校４年 

平成10年度北海道青少年科学技術振興 

作品展         北海道知事賞 

■岸 理恵さん(美術・ポスター) 

◇西の里中４年 

第13回全道中学生の税をテーマとした 

ポスター    北海道知事賞 優秀賞 

■大曲中学校吹奏楽部（吹奏楽） 

第44回北海道吹奏楽団体コンクール 

Ｂ級編成 金賞 

■広葉中学校吹奏楽部（吹奏楽） 

第44回北海道吹奏楽団体コンクール 

Ｂ級編成 金賞 
■大曲中学校合唱部（合唱） 

第50回北海道合唱コンクール 

 中学校混声合唱の部 金賞 

■緑陽中学校合唱部（合唱） 

第50回北海道合唱コンクール 

 中学校同声の部 金賞 

 

 

 

ｍ平成１２年度受賞者ｍ 

 

【青少年文化奨励賞】 

■田中 智恵さん（作文） 

 ◇広葉中学校３年 

平成１１年度全国中学生人権作文コンテス

ト 札幌地方大会     最優秀賞 

平成１１年度全国中学生人権作文コンテス

ト             奨励賞 

■畠山 直子さん（作文） 

 ◇西部中学校３年 

平成12年度少年の主張全道大会 

優秀賞 

■北海道北広島西高等学校科学部 

（科学・自然科学） 

第38回全道高等学校理科発表研究大会 

物理部門 総合賞 

 



ｍ平成１３年度受賞者ｍ 

 

【文化賞】 

■石田 壱城さん（書道）       

第30回全道書道展 文部大臣奨励賞 

通算活動：２８年 

■日本詩吟学院岳風会北広島支部（詩吟） 

通算活動：２６年８月 

【文化奨励賞】 

■内藤 克人さん（美術） 

第74回「国展」で新人賞を受賞、第75回

「国展」で国画会準会員に推挙 

【青少年文化奨励賞】 

■武笠 春香さん（書道） 

 ◇東部小学校６年 

第32回全道書道コンクール 

硬筆の部 最高賞 

 

 

ｍ平成１４年度受賞者ｍ 

 

【文化賞】 

■渡辺 千鶴子さん（短歌） 

第6回いのちを育む大地へのうた 

準大賞佐佐木幸綱選 

【文化奨励賞】 

■工藤 雅人さん（教育実践論文） 

第３７回教育美術賞       佳作 

【青少年文化賞】 

■酒井 潤さん（作文） 

 ◇大曲東小学校３年 

夏休みこどもミニ作文コンクール 

最優秀賞 

■北海道北広島西高等学校科学部 

（メガホンの研究） 

第45回日本学生化学賞 

読売理工学院賞 

第 14 回ＥＵヤングサイエンティストコン

テストに日本代表として出場 

【青少年文化奨励賞】 

■下谷 高弘さん（書道） 

 ◇北広島西高等学校３年 

第46回全道学校朝日書道展 

 文部科学大臣賞 

■八幡 弘子さん（書道） 

 ◇北広島高等学校３年 

第33回全道書道コンクール 

毛筆の部 最高賞 

■倉本 絵里さん（声楽） 

 ◇北広島高等学校３年 

2001 年毎日学生音楽コンクール バイオ

リン・声楽部門本選会 声楽部門 金賞 

第2回高校生のための歌曲コンクール 

奨励賞 

■中川 篤さん（絵画） 

 ◇大曲東小学校５年 

第２８回北海道教育美術展   奨励賞 

■緑陽中学校合唱部（合唱） 

平成13年度HBCこども音楽コンクール中学

校の部  重唱部門 北海道地区代表 

 

 

ｍ平成１５年度受賞者ｍ 

 

【文化賞】 

■大貫 喜也さん（詩） 

第36回北海道新聞文学賞   詩部門 

【文化奨励賞】 

■絵画サークル「グループ連」 

（絵画・地域の美術振興） 

 通算活動：３０年 

【青少年文化奨励賞】 

■谷口 千恵さん（音楽） 

 ◇北海道浅井学園大学２年 

勝ち抜きライブバトル楽祭2002  優勝 

■阿部 純也さん（発明工夫） 

 ◇西の里中学校１年  

北海道青少年科学技術振興作品展 

北海道知事賞 

■猪俣 勇斗さん（絵画） 

 ◇東部小学校４年 

第２９回北海道教育美術展   奨励賞 

■湯浅 真帆さん（絵画） 

 ◇高台小学校５年 

第２９回北海道教育美術展   奨励賞 

■後藤 唯さん（絵画） 

 ◇大曲東小学校３年  

第２９回北海道教育美術展   奨励賞 



■東部中学校合唱部（合唱部） 

第５５回全日本合唱コンクール北海道支部

大会          同声 金賞 

■札幌日本大学高等学校放送局（放送活動） 

第２７回全道高等学校放送発表大会兼 第

５０回NHK杯全国高校放送コンテスト北海

道大会 

ＮＨＫ総合賞最優秀 

創作テレビドラマ部門最優秀賞 

研究発表部門最優秀賞 

 

ｍ平成１６年度受賞者ｍ 

 

【文化賞】 

■平塚 昭夫さん（版画） 

2004年台日蔵書票交流展     特選 

通算活動：38年4月 

（うち北広島市での活動25年） 

【文化奨励賞】 

■桜井 美千子さん（短歌） 

通算活動：38年 

（うち北広島市での活動21年5月） 

■山川 勉さん（写真） 

 第51回写真道展 第2部/観光・産業部門 

第1席 国土交通大臣賞 

■荒川 一さん（写真） 

 平成15年度北海道障害者芸術展 

写真部門 金賞 

■北広島市書道協会（書道） 

通算活動：30年 

【青少年文化賞】 

■中村 友美さん（作文） 

 ◇立命館慶祥高等学校２年 

第42回税に関する高校生の作文 

 国税庁長官賞 

【青少年文化奨励賞】 

■大曲中学校合唱部（合唱） 

TBSこども音楽コンクール 

中学校重唱部門・中学校合唱部門 

北海道地区代表 

■緑陽中学校合唱部（合唱） 

第54回北海道合唱コンクール 

中学校・高等学校部門 

中学校部門 同声合唱の部 金賞 

■北海道北広島高校吹奏楽局（吹奏楽） 

第35回北海道アンサンブルコンクール 

高等学校の部 サクソフォーン四重奏 

金賞 

第5回全日本高等学校吹奏楽大会 

 連盟理事長賞 

第6回全日本高等学校吹奏楽大会 

 審査委員長賞 

■札幌日本大学高等学校放送局（放送文化） 

第28回全道高等学校放送発表大会 

創作テレビドラマ部門 最優秀賞 

第50回NHK杯全国高校放送コンテスト北海

道大会   ＮＨＫ総合賞 最優秀校 

 

 平成１７年度受賞者  

 

【文化奨励賞】 

■板橋 美喜子さん（陶芸） 

日本伝統工芸展     三年連続入選 

■長尾 蒼翠さん（書道） 

第36回全道書道展       準大賞 

■中村 昭渓さん（書道） 

第24回書究院展      二科 特選 

■林 秀樹さん（油彩） 

 ◇道都大学４年 

道 展         二年連続入選 

■三浦 蕙舟さん（書道） 

 第46回北海道書道展 

漢字多字数の部  特選 

■吉田 敏子さん（版画） 

第60回全道展        新会員賞 

【青少年文化奨励賞】 

■寺岡 知美さん（絵画） 

 ◇若葉小学校１年 

第17回｢道の日｣絵画コンクール 

低学年の部 最優秀賞 

■笠原 萌々乃さん（発明） 

 ◇北の台小学校２年 

北海道青少年科学技術振興作品展 

特別賞(最優秀賞) 

■西田 萌華さん（絵画） 

 ◇北の台小学校３年 

北海道歯・口の健康に関する図画･ポスター

コンクール      北海道知事賞 



■島田 みあいさん（新聞） 

 ◇広葉小学校４年 

第 11 回どうしん私とぼくの小学生新聞グ

ランプリ  フムフム大賞(最優秀賞) 

■吉田 拓哉さん（発明） 

 ◇高台小学校４年 

北海道青少年科学技術振興作品展 

特別賞(最優秀賞) 

■高谷 祥平さん（書道） 

 ◇大曲東小学校６年 

第15回墨遊書展 

公募･課題の部 推薦 

■横尾 美里さん（書道） 

 ◇北広島高等学校２年 

第36回全道書道コンクール 

毛筆の部 最高賞 

■斉藤 桃子さん（放送） 

 ◇札幌日本大学高等学校３年 

第29回全道高等学校放送発表大会兼第52

回NHK杯全国高校放送コンテスト北海道大

会 

アナウンス部門 最優秀賞 

■北海道北広島高等学校囲碁将棋部 

第 29 回全国高等学校囲碁選手権大会北海

道大会        団体戦 優勝 

 

 

 

 

 平成１８年度受賞者  

 

【文化賞】 

■金箱 戈止夫さん（俳句） 

第20回北海道新聞俳句賞 

俳句会｢壺｣代表 朝日俳壇(道内版)選者 

【文化奨励賞】 

■さかい ちひろさん（絵画） 

＊本名 酒井正勝 

平成17年度幼児向け絵本原作募集 

最優秀賞 

■関谷 修平さん（版画） 

◇道都大学研究生 

バーラトバーバン国際版画ビエンナーレ 

 グランプリ 

■藤井 映莉さん（染色） 

 ◇道都大学３年 

第33回美工展         新人賞 

【文化貢献賞】 

■北広島菊花同好会（園芸） 

昭和49年以来、毎年市内において菊花展の

開催を通じ、地域文化の振興に貢献 

【青少年文化奨励賞】 

■渡邊 光咲さん（絵画） 

 ◇高台小学校３年 

第32回北海道教育美術展 奨励賞  

■笠原 悠樹さん（発明） 

 ◇北の台小学校４年 

北海道青少年科学技術振興作品展 

特別賞(最優秀賞) 

■能登原 奈都子さん（音楽） 

 ◇緑陽中学校１年 

2006年度ピティナ・ピアノコンペティション 

連弾中級の部  優秀賞 

■北海道北広島高等学校生物部（生物研究） 

第44回全道高等学校理科研究発表大会 

生物Ａ(野外系)部門      総合賞 

■北海道北広島西高等学校科学部（生物研究） 

第44回全道高等学校理科研究発表大会 

生物Ｂ(実験室系)部門     総合賞 

■札幌日本大学高等学校放送局（放送） 

第30回全道高等学校放送発表大会兼第53

回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト北海道

大会           総合賞  

■北海道北広島高等学校漫画研究部（漫画） 

第15回全国高等学校漫画選手権大会 

特別賞 

 

 平成１９年度受賞者  

 

【文化賞】 

■戸塚 清秀さん（書道） 

＊本名 戸塚 秀子 

第48回北海道書道展 準大賞・審査会員    

【文化奨励賞】 

■西野 恵理子さん（音楽･声楽） 

第16回日本クラシックコンクール 

北海道地区本選会 優秀賞（最優秀賞） 

全国大会 入選 



【文化貢献賞】 

■北広島市民謡連合会（音楽･民謡） 

昭和51年以来、市内外での積極的な公演を

通じ、地域の音楽文化の振興に貢献 

■コーラス･楓（音楽･合唱） 

昭和57年以来、市内外での積極的な公演を

通じ、地域の音楽文化の振興に貢献 

【青少年文化賞】 

■北海道北広島高等学校郷土研究部（郷土研究） 

第31回全国高等学校総合文化祭 

社会科学部門(民俗･文化分野) 最優秀賞 

【青少年文化奨励賞】 

■櫻田 レナさん（書道） 

◇北の台小学校２年 

第38回全道書道コンクール 

個人･ 毛筆の部 最優秀賞 

■町田 颯太郎さん（美術･版画） 

◇緑陽小学校４年 

第 33 回北海道教育美術展 奨励賞（最高

賞） 

■野田 桃子さん（書道） 

◇北広島高等学校３年 

第31回全国高等学校総合文化祭 

書道部門 連盟賞 

 

 

 

 平成２０年度受賞者  

 

【文化奨励賞】 

■麻生 敏子さん（絵画） 

第40回記念道美展    北海道知事賞 

■木村 寛子さん（書道） 

第49回北海道書道展 

漢字少字数の部 特選 

【文化貢献賞】 

■コーラス・ベルフラワー（音楽） 

昭和61年以来、市内外での積極的な活動を

行ったことで、地域の音楽文化の向上に貢

献 

【青少年文化奨励賞】 

■藤井 崇博さん（その他） 

第12回ロボカップ2008蘇州大会 

ダンススーパーチーム部門 優勝 

■札幌日本大学高等学校放送局（放送） 

第32回全道高等学校放送発表大会兼第55

回NHK杯全国高校放送コンテスト北海道大

会           総合優勝 

 

 

 平成２１年度受賞者  

 

【文化賞】 

■戸田 知美さん（弁論） 

第53回全国青少年弁論大会 

文部科学大臣杯 

【文化奨励賞】 

■柏 裕さん（書道） 

第50回北海道書道展 

近代詩文の部 特選 

【文化貢献賞】 

■北広島吹奏楽団（音楽） 

昭和62年以来、地域の音楽分野の普及・発

展に貢献 

【青少年文化奨励賞】 

■北海道北広島高等学校（その他）   

第33回全国高等学校総合文化祭 

熊野古道部門 文化連盟賞 

■札幌日本大学高等学校 放送局（放送） 

第33回全道高等学校放送発表大会兼第56

回NHK杯全国高校放送コンテスト北海道大

会             総合優勝 

 

 

 平成２２年度受賞者  

 

【文化賞】 

■市川 洋一さん（児童文学） 

第18回小川未明文学賞      大賞 

■内藤 泰葉さん（弁論） 

第 54 回文部科学大臣杯 全国青年弁論大

会       一般の部 最優秀賞 

■長澤 昌直さん（俳句） 

ねんりんピック北海道・札幌２００９（第

22回全国健康福祉祭北海道・札幌大会）俳

句交流大会 当日句部門 撰者特選賞 

（森下草城子選） 

 



【文化奨励賞】 

■三澤 和浩さん（美術・油彩） 

第84回北海道美術協会展（道展） 

油彩部門 新人賞 

【文化貢献賞】 

■高野 三男さん（美術・油彩） 

北広島美術協会発足以来、会長等役員を歴

任し指導的役割を果たすとともに、地域の

美術分野の振興に貢献 

■菅 政子さん（読書普及） 

昭和54年から31年以上にわたり、読み聞

かせや語りで地域の読書普及に貢献 

■北広島美術協会（美術） 

平成２年以来、市民に芸術鑑賞や作品制作

機会を提供するなど地域の美術文化の振興

に貢献 

【青少年文化奨励賞】 

■伊藤 知晴さん（書道） 

◇東部中学校３年 

第41回全道書道コンクール 

毛筆の部中三 最高賞 

■種市 真由さん（書道） 

◇東部小学校６年 

第41回全道書道コンクール 

毛筆の部小六 最高賞 

■平塚 菜々子さん（作文） 

◇東部中学校１年 

平成21年度「青少年に夢と希望を」作文コ

ンクール 全道表彰小学生の部  

石森延男作文賞（最優秀賞） 

■大沼 龍之介さん（新聞） 

◇東部小学校５年 

第 16 回どうしん私とぼくの小学生新聞グ

ランプリ  フムフム大賞(最優秀賞) 

■札幌日本大学高等学校吹奏楽局（吹奏楽） 

第55回北海道吹奏楽コンクール 

高等学校Ａ編成の部 金賞 

■西部中学校合唱部（合唱） 

第61回北海道合唱コンクール 第63回全

日本合唱コンクール北海道支部大会 

中学校部門同声の部 金賞 

 

 

 

 平成２３年度受賞者  

 

【文化賞】 

■野上 政義さん（美術・版画） 

第29回肢体不自由児・者の美術展 特賞 

（朝日新聞厚生文化事業団賞） 

■清武 昌さん（美術・油彩） 

第85回記念道展       記念大賞 

■住田 昇さん（文化財保護） 

30年にわたり、北広島発祥の「赤毛種」の

栽培保存に尽力され、市の歴史文化の保護

と普及に貢献 

【文化奨励賞】 

■山田 陽子さん（音楽・ピアノ） 

Kitara＆札響セレクション 北の精鋭アー

ティストたちⅡ オーディション合格 

【文化貢献賞】 

■北広島音楽協会（音楽） 

北広島音楽協会発足以来、市民に音楽鑑賞

や発表機会を提供するなど地域文化の振興

に貢献 

■北広島混声合唱団（音楽・合唱） 

合唱団発足以来、市内唯一の混声合唱団と

して定期演奏会を開催するなど地域文化の

振興に貢献 

【青少年文化賞】 

■山崎 文菜さん（美術・イラスト） 

◇北海道北広島高校卒業 

第22回全日本高校デザイン・イラスト展 

デザイン部門 経済産業大臣賞 

【青少年文化奨励賞】 

■渡辺 佑介さん（音楽・ピアノ） 

◇西の里中学校１年 

第 44 回カワイ音楽コンクール 北海道地

区本選会 

ピアノ部門ソロＢ 最優秀賞 

 

 

 

 

 

 

 

 



 平成２４年度受賞者  

 

【文化奨励賞】 

■渡辺 雄三さん（書道） 

第43回国際現代書道展 

青沼秀鳳記念賞 

■片山 恵美子さん（書道） 

第53回北海道書道展 記念大賞 

漢字多字数の部 特選 

■田辺 伸子さん（書道） 

第53回北海道書道展 記念大賞 

漢字多字数の部 特選 

■浜田 純平さん（ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽ） 

アーティスティック・ムーブメント・イン・

トヤマ2011「第14回少人数による創作ダ

ンスコンクール」北日本新聞社賞 

■松浦 進さん（美術・版画） 

「三菱商事アートゲートプログラム」にて

平成24年度奨学生に選考 

【文化貢献賞】 

■天間 登喜雄さん（囲碁） 

長年「初心者・婦人囲碁研修会」で囲碁の

指導にあたり、囲碁の普及と地域の文化の

振興に貢献 

■北広室内楽を楽しむ会（音楽） 

30年にわたり「室内楽の楽しみ」コンサー

トの企画・運営を行い、地域文化の振興に

貢献 

【青少年文化奨励賞】 

■真鍋 歩さん（バレエ） 

第10回北海道バレエコンクール 

ジュニアＡ部門 金賞 

■札幌日本大学高等学校放送局（放送） 

第36回全国高等学校総合文化祭 

放送部門ビデオメッセージ部門 金賞 

 

 

 平成２５年度受賞者  

 

【文化賞】 

■浜田 純平さん（ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽ） 

アーティスティック・ムーブメント・イン・

トヤマ2012「第15回少人数による創作ダ

ンスコンクール」    富山県知事賞 

■田辺 安一さん（歴史研究) 

昭和 41 年から主に北海道開拓史の研究を

行い、多くの著書を発行するなど、北広島

から北海道史における研究・考察を発信し

続け、市の歴史文化の振興に貢献 

■川村 未紗さん（美術・油彩） 

第44回日展（日本美術展覧会）洋画部門 

最年少入選 

■岡部 キミさん（美術・布絵） 

昭和48年から40年間布絵制作を行い、そ

の間、西の里布絵切絵サークルの代表を務

め後進の指導にもあたり、市の文化振興に

貢献 

【文化奨励賞】 

■前田 武さん（スピーチ・弁論） 

平和へのメッセージFrom知覧「第24回ス

ピーチコンテスト」 一般の部 入選 

■渡辺 信彦さん（書道) 

第５４回北海道書道展 漢字多字数の部 

公募作品 特選 

■北村 英人さん（川柳) 

「どうしん川柳」2012年下半期  大賞 

【文化貢献賞】 

■ヒルティ文化協会（文化全般) 

昭和55年から33年にわたり団地地区で活

動する文化サークルの発表機会のために、

毎年、「ヒルティ・フェスティバル」を開催

し、地域の芸術文化振興に貢献 

■ベッラ・ローザ・コーロ（合唱） 

昭和 59 年から前身の「広島少年少女合唱

団」と合わせて、29年にわたり、演奏会の

他、病院や老健施設への慰問演奏、チャリ

ティコンサートなどの福祉活動も行い、地

域の芸術文化振興に貢献 

【青少年文化奨励賞】 

■札幌日本大学高等学校吹奏楽局（吹奏楽） 

第58回北海道吹奏楽コンクール 

高等学校Ａ編成の部、金賞 

（全国大会出場） 

■札幌日本大学高等学校放送局（放送） 

第 60 回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト

北海道大会 ＮＨＫ総合賞の最優秀賞 

 

 



 平成２６年度受賞者  

 

【文化賞】 

■関 文子さん（舞踏） 

第22回全国吟剣詩舞コンクール 

一般第２部 優勝 

■北広島市文芸協会（文学） 

７年にわたり会員による「文芸北広島」を

発行し。会員内外問わず各地の文学館等を

訪問するなど活動を継続しており、地域文

化の振興に貢献 

【文化奨励賞】 

■菅野 成美さん（美術・工芸） 

第41回北海道美術工芸協会展 

公募作品 協会賞 

■森谷 露香さん（書道） 

37 年にわたり市内で書道教室活動を行っ

ており、特に、北広島市書道連盟設立に対

しては準備期間も含め、これまで15年間、

市内の書道文化の振興に貢献 

■百澤 潔さん（音楽・ドラム） 

22 年にわたり市内の小学校にて子供から

大人まで、これまで約100名を対象に無償

でドラムの指導を行い、教え子の発表会を

行うなど、地域の音楽文化活動に貢献。 

■金田 孝次さん（文化） 

41年にわたり詩吟、書道、文化団体活動等

幅広く文化活動を行い、大曲文化協会長を

17年にわたり務め、地域の文化の振興に貢

献 

【青少年文化賞】 

■北野 温也さん（音楽・リコーダー） 

第35回全日本リコーダーコンテスト 

小学生独奏の部 金賞 

■布施 恵海さん（放送） 

第38回全国高等学校総合文化祭 

放送部門 朗読部門 優秀賞 

【青少年文化奨励賞】 

■矢萩 伸さん（絵画） 

ＪＲ北海道第20回「鉄道の日」児童絵画展 

低学年の部 大賞 

 

 

 

 平成２７年度受賞者  

 

【文化賞】 

■多田 トミ子さん（文化一般） 

北広島市「社交ダンス」の先駆的普及に努

められた功績は顕著である。  

■鈴木 里奈さん（絵画） 

 平成26年 はたちのりんかく2014 

優秀賞(第二席）２位 

第100回記念光風会展   最年少入賞 

平成２７年光風会奨励賞 

【文化貢献賞】 

■ 増田 良一さん（文化一般） 

15 年に亘って地区文化祭と市民文化祭の

展示部門を成功に導いた。平成１５年よ

り東部文化協会の事務次長として地域文

化祭と総合文化祭の映像記録を撮り文化

祭記録の保存を通し大きな功績を残した 

【青少年文化賞】 

■ 札幌日本大学高等学校放送局（放送） 

第39回全国高等学校総合文化祭 

放送部門 優秀賞（ＡＰ部門）１位 

【青少年文化奨励賞】 

■北海道北広島高等学校書道部（書道） 

第23回国際高校生選抜書展 

北海道地区大会 優勝 

全国大会   準優勝 

■札幌日本大学高等学校吹奏楽部（音楽） 

第60回北海道吹奏楽コンクール 

高等学校Ａ編成の部 金賞 

■北広島市立西部小学校 （音楽） 

平成 26 年度ＨＢＣこども音楽コンクール

北海道大会小学校の部 

合奏第部門 優秀賞１位 

第29回全道リコーダーコンテスト 

小学校部門合奏の部 金賞１位 

■北広島市立西の里中学校美術部 （美術） 

 Recycle Art Exhibition 2015 

 中学生の部グランプリ １位 

 

 



 平成２８年度受賞者  

 

【文化奨励賞】 

■小林 ちほさん（美術） 

国際切り絵コンクール・トリエンナーレin

身延ジャパン2016       入選 

【青少年文化賞】 

■ 寺岡 知美さん（科学） 

次世代科学者育成プログラムグローバルサ

イエンスキャンバス全国受講生研修発表              

優秀賞 

■小川 青空さん（書道） 

第52回全国学生書道展 文部科学大臣賞 

■ 札幌日本大学高等学校科学部（科学） 

京都産業大学益川塾第８回シンポジウム 

益川塾頭賞 

【青少年文化奨励賞】 

■ 糸賀 舜さん（放送） 

第63回NHK杯全国高校放送コンテスト北海

道大会           第１位 

■ 河原林 正思さん（科学） 

朝永振一郎記念第10回「科学の芽」賞 

「科学の芽」奨励賞 

■ 北広島市大曲中学校吹奏学部（音楽） 

第61回北海道吹奏楽コンクール  金賞 

 

 

 

 

 平成２９年度受賞者  

 

【文化貢献賞】 

■伊藤 栄一さん （文化一般） 

北広島市文化連盟会長等を歴任し、北広島

市の文化の発展に 20 年に渡り寄与した実

績による 

【青少年文化賞】 

■牧野 楓也さん（美術） 

JpGU-AGU Joint Meeting2017パブリックセ

ッション「高校生によるポスター発表」 

最優秀賞 

■札幌日本大学高等学校放送局（放送） 

第 41 回全国高等学校総合文化祭宮城大会

ビデオメッセージ部門 優秀賞第１位 

【青少年文化奨励賞】 

■矢萩 有さん（絵画） 

ＪＲ北海道第23回「鉄道の日」 

低学年の部 大賞 

■三浦 花音さん（短歌） 

第11回北海道小・中・高生短歌コンテスト     

特別賞 北海道立文学館賞 

■札幌日本大学高等学校吹奏楽部（音楽） 

北海道吹奏楽コンクール2017 

高等学校Ａ編成の部 金賞 

（全国大会出場） 

■札幌日本大学高等学校ＳＳＨ（科学） 

平成 29 年度スーパーサイエンスハイスク

ール生徒研究発表会 奨励賞全国２位 

 

 

 平成３０年度受賞者  

 

【文化賞】 

■柳谷 泰藏さん （文化一般） 

北広島市民謡連合会の会長・副会長など39

年にわたり活動、北広島市文化連盟会長な

どを歴任し文化活動の振興に貢献 

【文化奨励賞】 

■鈴木 広葉さん （書道） 

第59回北海道書道展       特選 

【文化貢献賞】 

■輪厚大正琴サークル（音楽） 

市内福祉施設、町内の高齢者行事など、地

域で 30 年以上に渡りボランティア活動を

行い文化の振興に貢献 

【青少年文化賞】 

■松村 実奈さん（音楽） 

第29回道南口説節全国大会 

少年一部 優勝 

■札幌日本大学高等学校ＳＳＨ（科学） 

つくばScienceEdge2018サイエンスアイデ

アコンテスト      探究指向賞 

【青少年文化奨励賞】 

■北谷 はなさん（芸術) 

第 10 回全国理容美容学生技術大会北海道

地区大会 

ヘアデザイン画部門 中学生・高校生の部 

優秀賞 



■加賀谷 彩心さん（芸術) 

第 10 回全国理容美容学生技術大会北海道

地区大会 

ヘアデザイン画部門 中学生・高校生の部 

優秀賞 

■札幌日本大学高等学校科学部（科学） 

第４２回全国高等学校総合文化祭 

自然科学部門研究発表物理部門  優秀賞 

 

 

 令和元年度受賞者  

 

【文化奨励賞】 

■梅田 力さん（美術） 

第74回 全道美術協会展 

北海道新聞社賞 

【文化貢献賞】 

■田中 比沙子さん（文芸） 

北広島市文芸協会に昭和52年に入会し、平

成16年4月より副会長。北広島短歌会会長

を平成6年（1994年）より歴任し文化の振

興に貢献 

【青少年文化賞】 

■北広島市立東部小学校（書道） 

第50回記念全国学生書道展 学校の部 

団体優勝 

【青少年文化奨励賞】 

■渡邉 怜菜さん（芸術) 

平成 30 年度 いじめ・ネットトラブル根

絶！メッセージコンクール ネットトラブ

ルの根絶部門 ポスター 小学校の部 

全道１位（北海道教育委員会最優秀賞） 

■西村 梨瑚さん（音楽) 

第 33 回全道リコーダーコンテスト 小学

校の部独奏    金賞・北海道新聞社賞 

■Ｃｈａｒｉｓ．（ダンス) 

第19回 Izumi Company Dance Contest 

全国決勝大会 一般部門     第２位 

■札幌日本大学高等学校吹奏楽部（音楽) 

第 64 回北海道吹奏楽コンクール 高等学

校の部Ａ編成   金賞（北海道支部代表） 

 

 

 

 令和２年度受賞者  

 

【文化賞】 

■竹林 則子さん（美術） 

第34回日本和紙絵画展 

外務大臣賞 

【文化奨励賞】 

■蛯谷 佳代子さん（書道） 

第61回北海道書道展 

     詩文書の部 特選 

【青少年文化奨励賞】 

■三浦 奏愛さん（短歌） 

第33回東洋大学「現代学生百人一首」  

入選 

 


