
受賞年度 受賞回数

昭和63年度 第35回

昭和62年度 第34回

昭和61年度 第33回

昭和59年度 第31回

昭和58年度 第30回

昭和57年度 第29回

昭和56年度 第28回

昭和55年度 第27回

昭和54年度 第26回

昭和53年度 第25回

昭和52年度 第24回

昭和51年度 第23回

昭和50年度 第22回

昭和49年度 第21回

昭和48年度 第20回

昭和47年度 第19回

昭和46年度 第18回

昭和45年度 第17回

昭和44年度 第16回

昭和43年度 第15回

昭和42年度 第14回

昭和41年度 第13回

昭和40年度 第12回

昭和39年度 第11回

昭和38年度 第10回

昭和37年度 第9回

昭和36年度 第8回

昭和35年度 第7回

昭和34年度 第6回

昭和33年度 第5回

昭和32年度 第4回

昭和31年度 第3回

昭和30年度 第2回

昭和29年度 第1回

　注１）　昭和39年度(第11回)以前は、『矢野賞第1部』『矢野賞第2部』『三徳賞』の受賞者

　注２）　昭和40年度(第12回)～昭和60年(第32回)は、『矢野賞第1部』『矢野賞第2部』の受賞者

岩藤 一郎 中山   毅 吉原 輝夫

上山 隆士 芦田   弘 三笘 茂美

梶岡 賢士 芝田   稔 島田   薫

渋谷 弘史 山田 俊夫 景山   豊

藤江   清 水島   長 杉本 郁治

菅原 良一 池田 美保子 馬場  修身

東村 尚幸 芦田 泰弘 前田   明

小野田 勉 難波 敬弘 北 満壽美

大本 雅之 畦崎   壽 藤井 知巳

小瀬 光朗 鳥取 恒夫 武本 奉文

川   博久 上松 美智夫 石原 幸一

大村 清次 鳥越   旻 難波 義信､難波 章史､綱島 輝彦

竹内 知志 行正 太郎・康子 井上 弘毅

三宅   剛 佐藤   勲 紙谷 幸夫

藤井 正伸 猪木 悌次・啓子 鈴木   修

数原   護 赤田 泉・紀代子 石井 耕一

畑   弘之 津村 賀郎 有元 克義

古谷 一善 金田 稔・豊子 大塚 友啓

井上   敏 浦上   一 持田 総治

金岡 義夫 河崎 誠知 福田 敏夫・敏子

井上   章 黒崎 泰男・末野 赤迫 陸夫､ 村上 国男

秋山 光信 松岡 茂貴 永禮 幸雄

佐藤 正則 岩谷 広務・菊枝 竹竝 清・三枝子

井上 龍一 岡 峯太郎 尾崎   勝

大木 秀雄 尾上 良夫 筒井   一

岡川 憲生 藤原 幸男 牧野 真一

小谷 勝男 藤原 克己 内藤   剛、 松井   昇

藤原 良介 西山 忠範 田島   肇

成本   真 松浦 芳宗 山下   正

松本 政幸 池田　久 内田 雅章

西田 治幸 長谷川 仁志 井本 直人

昭和60年度 第32回
河相 信介 藤野　功、 黒川 明延

矢谷 光生 小林 幹夫、 小滝 延寿

岸本 行雄 加藤 完二 高田 美佐穂

永瀬 直文 伊久 亨治 田中 唯氏

『 矢野賞 』歴代受賞者　No.1 昭和29年度(第 1回) ～ 昭和63年度(第35回) 敬称略

受 賞 者 氏 名

金居 正彦 井波 恒雄 小村 雅紀


