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###*

大会年度 ��ｸ唏ﾜ�絢h檍唏��ｼ盈｢�剿{荘追分 剞ｶ保内範 剌H田船方節 剌H田おばこ節 剌H田追分 剪ｷ者の山 

昭和57年 傀��2�伊藤正液秋田追分 � �� �� �� �� �� ��

昭和68年 �)�2�高橋孝二部秋田馬方節 � �� �� �� �� �� ��

昭和50年 �9�2�高橋範子秋田おはら 剌苑� �9:�[hｶr� �� �� �� �� ��

昭和60年 的�2�佐藤成功仙北荷方節 �2代 俚X�8ﾉ8鈐� �� �� �� �� ��

L昭和8一年 侘9�2�小玉忠勝秋田過分 �3代 俚(�盈�(�&｢�初代 ��:���Oﾉ¥�� �� �� �� ��

_昭和62年 妬�2�三浦吉松秋田追分 �4代 ��ywI�騫ﾘ���2代 估i$ｨ妤��� �� �� �� ��

昭和68年 土�2�浅野寿患秋田過分 �5代 俚(�盈鵜�&｢�3代 �(i�ｨﾅﾈ6｢�初代 估i$ｨ妤��� �� �� ��

平成元年 悼�2�大野源四郎秋田追分 �6代 ��9nﾉ]ｸ���4代 ��:��9���2代 ���ﾉuH���初代 佩9:�h8ｴﾘ��� �� ��

平成2年 等�2�嵯峨幸男秋田追分 �7代 ���ﾉuH���5代 佩9:�h8ｴﾘ���3代 ��9nﾉh9z(���2代 估i$ｩ�ﾘ���初代 ��:��8ﾝ�� ��

平成3年 ����2�後藤麻*子秋田追分 �8代 佩9:�h8ｴﾘ���6代 ��(ﾞxﾆ8���4代 佩9:�h8ｴﾘ���3代 凛y��4x7韈��2代 ���ﾉuH���初代 俘(ｻH���

平成4年 ����2�弗咲慶子秋田長持唄 �9代 ��7代 ��9nﾉh9z(���5代 冽�$ｨ.�,(���4代 兀�ｸﾆ)Oﾂ�3代 ��Ynﾈﾋ俶ﾉ��2代 �ﾈ�8ﾔｹ&｢�

平成5年 ��)�2�浅野鹿里子秋田追分 �10代 ��Ynﾉ�8���8代 ��6代 ��Ynﾉ�8���6代 ���ﾉuH���4代 ��ｹ�hﾄﾒ�3代 傅ﾈ��diEh��

平成6年 ��9�2�蓮如義隆恵_ 做委ｹ,yZ｢�11代 ��9nﾉh9z(���9代 兀�ｸﾆ)Oﾂ�7代 ��9nﾉ'ﾉOﾂ�6代 ��9nﾉh9z(���5代 亊�?ｩl�6ﾒ�4代 �凛8ﾗ�(R�

平成7年 ��I�2�･二一一一一p:: 做�69�I_ｹ���12代 俚):�-�-8-ﾒ�10代 乖ｩ�ﾈｮﾉ�育��8代 傅ﾈ��diEh��7代 ��9nﾉ'ﾉOﾂ�6代 ��5代 宝｢ﾓ｢x敬ﾇﾂ阡8+C�."ﾓﾒ篷f����ﾂ粐�

平成8年 ��Y�2�市川むつ子秋田船方節 �13代 傅ﾈ��diEh��11代 ��>Y{(躋�9代 ��8代 �竸几(躋�7代 傅ﾈ��diEh��6代 �6�nﾈﾔｹWb�

平成9年 ��i�2�浅野竹美秋田追分 �14代 �ｩgｸ7H4ﾈ���12代 �69(hﾆ"�10代 乂H岑ﾆ(���9代 板ﾅﾒ����ﾒﾒ粐�Kﾈﾞ)�右�h��､�｢ﾒ�8代 倡9�ﾈ-�,(���7代 ����ﾈ4�7韈��

平成10年 ��y�2�中村勝人秋田馬方筋 �15 俘(ｻHﾔi?���13代 傅ﾈ��diEh��11代 兀�ｸﾆ)Oﾂ�10代 俚):�h9o"�9代 �ﾈ椈ﾔｹ&｢�8代 佩9:�ﾔ��

平成11年 ����2�≧ 小沼芳之助⊆秋田馬子唄 �16代 ��14代 俚(�盈畏�&｢�12代 �凛9z9Mr�11代 ��8ﾆ8馼ﾜ��10代 ��9代 儻�ｨｷi5H���

平成12年 ����2�和賀由里子 做�69F饑ｸﾊﾂ�17代 ����ﾈｮﾉ�9Oﾂ�15代 �69(hﾅｸ���18代 傅ﾉ698y,9Oﾂ�12代 亳Y&韲��日代 ��I:�ｧr�10代 儷刔�ﾔ韈��

平成13年 �#��2�浅野江里子秋田馬子唄 �18代 兀�ﾘ*�*ｸ-ﾒ�16代 �6�nﾈﾔｹWb�14代 侘969tH���13代 ��12代 �(i�ｨ��ﾂ�日代 傴ﾉgｸ-�.ｸ���

平成14年 �*ﾂ��絢h檍皦ﾜ2�#)D�.h.�-8.�+8,i�｢��19代 �竸��ﾉ�"�17代 ���ﾈ+ﾘ-ﾘ+��le代 冰)(h���14代 ��9nﾈﾕﾙz(���13代 唸耳耳爾簽�ｲﾓ｣｢��12代 ��:�ﾔｸﾆ"�

平成16年 傀��2�高橋歩推秋田草刈唄 �20代 ��9nﾈﾕﾙz(���18代 估ｹ68ｫ羽��16代 陳ｩnﾉk韈��15代 弍ﾃ栄yH��14代 ���68ｾ�nr�13代 �69(hﾅｸ���

平成16年 �)�2�浅野晴曹j ��ｸ�69�I_ｸ�R�21代 �69(h支���19代 俘(ｻH耳��17代 ��9nﾉ]ｸ���16代 �69(h躋�15代 伜)nﾈ�9?��14代 �ｩgｸ7H4ﾈ���

平成17 �9�2�浜口優花本荘追分 �22代 兀�ｸﾆ)Oﾂ�20代 儼�ｨﾔ韈��18代 儻�ｨｷiOﾈ���17代 俘)}�耳��16代 �69(h躋�16代 俘)Ч耳��

平成18年 的�2�冨岡沙81孝三■ 冏ｹ��,yZ｢�23代 �+xﾕﾘ懐Ih薰�21代 侘8ｻI^��B�19代 ��9nﾈﾕﾙz(���18代 ��ｹEｨﾔ韈��17代 ���鞍)Oﾂ�16代 儼ﾈﾏｸﾉ(截�

平成19年 添�2�藤谷康美秋田追分 �24 �69(hﾉｲ�22代 ��9nﾈﾕﾙz(���皇o代 兒iEｩh(薰�19代 刎��9u)z(���18 傴ﾉgｸ-�.ｸ���17代 �>��(ｷh���

平成20年 妬�2�倉田珠衣秋田おはら �25代 津�nﾉk韈��23代 ��9nﾄ"ｩ�"�21代 俘(ｻI^��B�20代 �)YH矯���19代 ��ｹ69�ﾙH��18代 ��9nﾈﾕﾙz(���

平成21年 土�2�山上術秋田長持唄 �26代 儷ｹ68ﾌﾉH��24代 刎�棠u)z(����22代 ��9nﾄ"ｸﾘ��21代 �>��(ｷh���20代 ��9nﾈﾕﾙz(���19代 �(i�ｨ��ﾂ�

平成22年 悼�2�話A頼美咲秋田船方辞 任立石静玖秋田&持唄 �27代 �+y$ｩ�ﾉvﾘ���25代 倅�仞8�ｾ2�28代 倅�冑8柵�22代 ��9nﾉL畏��21代 ��9nﾈﾗxﾘ��皇o代 儘ﾙ�ﾉ4yH��

.平成23年 等�2�中学東海林悠花本荘追分 書目点4月秋EZ]追分 低目点其々季秋的長持唄 �28代 �+xﾞ運��B�26代 討��竧ﾛ儂宝ｸ��｢�24代 �4��ｩk餔ﾂ�28代 ��ﾄﾂﾕ��ﾂ頷�%鞆侈荀ﾂ�22代 俚):��)��21代 �69(hﾆ"�

平成24年 �,&��2�中学日At月本庄追分 本書輔X理事本庄追分 tLJLJAJL花秋田や �29代 ��9nﾉN畏��27代 ��:�ﾔｸﾆ"�25代 �����騫ﾒ�24代 ����ﾈ4�7韈��23代 �8�X耳�ﾂ�22代 乖�gｸ�8��

平成25年 ����2�中学Y原秋季秋田おはら節 高7E樺費美香秋田馬子唄 低ウイリー大秋JBおはら蕃 �80代 砥ⅸ6��YW�ｨﾛ俶粐�28代 �7�69WX���26代 ��ｹ69�ﾙH��25代 ��Y�ﾈ*�*�-ﾒ�24代 伜(�8���23代 ��ﾘﾔｹ69�y�2�

平成26年 �� �31代 儼ﾈﾏｸﾉ(截�29代 儻�ｨｷiOﾈ���27代 透����)?��26代 伜)nﾈ�9?��25代 ��ｹ)Xﾔ韈��24代 ��69l騏��

大会年度 傅ﾙD顫ﾘ��X樢hｼ一��剿{荘追分 剞ｶ保内帝 剌H田船方節 剌H田おばこ節 剌H田追分 剪ｷ者の山 



秋田長持唄 剌H田港の唄 剌H田おはら節 剌H田草刈唄 剌H田馬子唄 剋O吉軒 剿O売り筋 剄買�ﾘ三.LI三味線帝方 

初代 �?��9m｢�揵698y^H���

2代 ��9nﾉOﾉ�����

3代 ��:�Y�ﾉ72�

4代 ��9ﾅ�ﾉ8ﾂ�

5代 ��9m闇ｹ���

6代 ��

7代 ��

8代 ��

9代 ��

10代 ��

初代 ���ﾉuH��� �� �� �� ��秋田巨結三愛E:3 轟齢音 剄健ｬ民i謹皇CjI〕 民義 

初代 仞�68耳ﾏiOﾂ�2代 �� �� �� �� �� 梯�初代 傅ﾉ698x檍��(b��68*�,�+����

2代 �69(hﾇ育��3代 ��9nﾉ'ﾉOﾂ� �� �� �� �� ��2代 �:�ﾋH7�5H����(b��i]ｹ>�Lﾒ�

8代 冦��ｨﾘ�xB�4代 �ｹ�ﾈ尸�育��初代 倡9�ﾈ-�,(���初代 倡9�ﾈ-�,(��� �� ��固 初代 ��ﾉ]9�����69,yZ｢�3代 傅ﾉ698x檍��(b��9+)�i]ｹ>�ﾊﾂ�

4代 ��9nﾉ'ﾉ5B� ��2代 俚):�h9Oﾂ�2代 �69(hﾉｲ�初代 �(i�ｨﾄｩ?ﾂ� ��2代 �(i�ｨﾖ�n���69F韈��2�4代 俐X�9$ｨ��(b��U･ﾙ�ｹ[ﾒ�

5代 傅ﾉ698y,9[2� 亶�-ﾒ�8代 剃ﾆﾃｳ��B��*ｵ｢霰ﾈ*ILｹ�ﾙE�"ﾂﾒ�8代 �(i�ｩ�i?ﾂ�2代 傅ﾈ��diEh�� ��3代 ��:�ﾔｹ;���69��ｪ��2�6代 俐X�9$ｨ��(b��68*�,ﾘ.y���

休み �9�2�小沼芳之助 的�2�吉日恭子 的�2�小沼芳之助 �9�2� �� 的�2� 妬�2� 

6代 坪���6ﾔE��6代 ��9nﾉ]ｸ���5代 僣�(h猪�8代 ��:�{(躋�4代 亳Y&韲�� ��5代 ��7代 ��

7代 ��I:�ｧr�7代 �69(hｫ2�6代 伜)gｸ*�.(-ﾒ�6代 俚):��)��5代 ��9nﾈﾕﾙz(��� ��6代 ��8代 ��

8代 辻闔ｨ耳耳�ぴ粐ﾒ�8代 伜)gｸ*�.(-ﾒ�7代 傴ﾉgｸ-�.ｸ���7代 刎�棠u)z(���8代 �(i�ｨｶXﾕﾒ� ��7代 ��9代 ��

9代 ��9nﾈﾕﾙz(���9代 �6駭ﾈﾕﾙz(���8代 ��9nﾈﾕﾙz(���8代 潰#ｩ�依IOﾈﾔｲﾒﾂ�7代 �ｩ68ﾌﾉH��初代 �69(h��8代 ��10代 ��

つo代 ��9nﾈﾎy�"�10代 唏ｮy69�ﾙH��9代 俘(ｻIdﾘ���9代 倅�仞8�ｾ2�8代 俚X�8ﾔｹ&｢�2代 �凛9E�R� �� 

日代 �69(hﾉｲ�11代 傴ﾉgｸ-�.ｸ���つo代 ��9nﾉ��(R�†o代 ��9nﾉN畏��9代 唳69(hﾆ"�8代 倅�仞8�ｾ2� ��

12代 ��9nﾈﾆ(���12代 懲GBﾒ｢�11代 儼ﾈﾏｸﾉ(截�11代 俘ﾈﾕﾈ自��10代 ��9nﾉL畏��4代 ��ｨ鯖U8ﾘx��� ��

13代 苓�xﾟ)H��13代 俚):��)��12代 儷僞ｩh��12代 ��9nﾈﾕﾙz(���11代 俚):��)��5代 �� ��

14代 刎�ﾄ�)z(���14代 �)YH矯���13代 �>��(ｷh���13代 �>��(ｷh���12 ��6代 伜ｸﾜbﾙ�2�初代 仗�:�-ﾘ,(���軌田民謡,空き,=Iiヨ 艮音 

le代 兀���ﾔｹEh��le代 刎�棠u)z(���14代 佩9:�ﾆ)Oﾂ�14代 囘､T$�H��13代 俚):�妤���7代 ��I:�ｧr�2代 凩�ﾎrﾘ�ﾂ�初代 �(i�ｨ��ﾂ��69F饑ｸｽ��

16 ��16代 ��ｹ�Xﾔ韈��15代 ��15代 兀�?ｨﾔｹEh��14代 ��ｸﾉ8ﾔ韈��8代 兀�68ﾔｹEh��8代 伜(�8���2代 俯8ｼﾈ,Cｸ�6�｢ﾒ罎苳ﾂﾔﾄﾈ��痴ﾈﾆH��R�ﾊｸ蔗�

17代 伜)nﾈ�9?��17代 ��9nﾈﾟ(ﾘ��16代 俘(ﾕﾈ自��16代 謄ｨ��[�圷ﾛ假w簫�15代■. 憧ﾕ�餮�ｨﾛ假rﾒ�9代 伜)nﾉ^�6｢�4代 ��:�{(躋�3代 刎�棠u)z(����69F霑(ﾊﾂ�

18代 俛Y��+�,ﾈ-ﾒ�18 ������������17代 倅�冑8柵�17代 ��:��姐h���16代 俘(ｻH��10代 ��5代 俚(�盈案ﾒﾒ�4代 佗ｩ68ﾌﾉH���68ｩｹ_ｹ���

19代 伜(�2�19代 伜(�8���18代 ��ﾘｮﾉ69�y�2�18代 傴ﾉgｸﾆ)Oﾂ�17代 伜)nﾈ�ﾈ6｢�11代 ��ﾉ]9����6代 ��棠$ｨ�8���5代 ��9nﾈﾟ)�"��69+x鰄�2�

20代 �,9�因ｸ柵�20代 ��19代 侘9$ｩk韈��19代 佇僞ｩvh���18代 ��Ynﾈﾋ俶ﾉ��12代 弔｢2�7代 刎�棠u)z(��� ��

秋田長持唄 剌H田港の唄 剌H田おはら節 剌H田草刈唄 剌H田馬子唄 剋O吉節 刪ｹ売り筋 剌H田民謡(協会主催) 



大会年度 冏ｹ��,yZ｢�剞ｶ保内軒 剌H田船方蘇 劍�68*�,�+����

熟年 僖顫ﾒ� 僖顫ﾒ� 偬颯��年少 ��熟年 僖顫ﾒ�

昭和59年 �����/ �� �� �� �� ��

昭和60年 �(���/ 梯� �� �� �� ��

昭和61年 嶋���/ 梯�1回 �� �� �� ��

昭和62年 滴���/ 梯�2回 梯� �� �� ��

昭和68年 店���/ 梯�3回 梯�1回 俚):�7H4X6ﾒ�滑川書勢子 �� ��

平成元年 塗���/ 梯�4回 添�X檍.h.��2回 况i:��ﾈﾝ｢�藤原美幸 ����� 梯�

平成2年 度枌�/ 悼�X檍.h.��5回 �+y$ｨ�)Oﾈ��3回 ���(�i?���長谷川美樹 �(���/ �5�<x檍.j��

平成3年 唐�/ ��Ynﾉ�8���6回 ��9nﾈﾕﾙyﾘ���4固 倅��8(8(4r�黒薄幸子 �8���/ �:�ﾋIOﾈﾔｲ�

平成4年 祷���/ ��Ynﾉ�8���7回 儻�ｨｷiOﾈ���5回 俘(ｻI�H蔗�佐藤健書 滴���/ 俚):��2�

平成5年 ������/ ��9nﾉh9z(���8回 俚):�ﾉ(ﾎ��6回 ��ﾘ��ﾔ���加沢知優子 店���/ ��Ii&ﾙtH���

平成6年 ������声,2大会よ｡ ��9nﾉ'ﾉOﾂ�9回 俚):�h8柵�7回 兀�685�7�6｢�佐藤麻美 塗���/ 俚):�h8柵�

平成7年 ��(���高橋,1三 俚):�ﾆ"�10回 俚):��2�8回 俘(ｻI58ﾍﾉ��佐藤患 冨岡久美子 度���/ ��ｹ�8ﾔ韈��

平成8年 ��亜��三浦モモエ 俚):�h9Oﾂ�11回 ��ｸﾖ�ﾔ韈��9回 俑�nﾉdiWb�加藤共振 漂浪康子 嶋���第9大会より 儻�ｨｷiOﾈ���

平成9年 ��H���武田タミニ 儻�ｨｷiOﾈ���12回 �8�69~x截�10回 �$ｩ�ﾉthﾙ��高橋歩妊 娠沢友美子 祷���佐藤フウノ 俘(ｻI^��B�

平成10年 ��X��� 俘(ｻI^��B�13回 ��Ii&ﾘ�����11回 ����ﾈ諟蔗�森谷優美 田中瑞穂 免�B�佐藤クニ子 ��9nﾈﾕﾘ侍���

平成11年 ��h���斉藤キミ �:�$ｩtIOﾂ�14回 俘(ｻI^��B�12回 俘)�)+x自��嶋田礼花 斉藤拓美 ������加藤手書 ��:�Oﾉ���

平成12年 ��x���高沢長-節 俘(ｻH��16回 亳Y&驢�ﾔｲ�13回 ��I:�魔�冨倍音 中西愛漢 ��(���長谷川タカ子 �:�$ｩtIOﾂ�

平成13年 ��亜��織田定雄 儼ﾈﾏｸﾉ(截�16回 ��9nﾈ鳬�"�14回 ��ｸﾋIwh爾�内田裏表 浜口唐花 ��8���菅原要一 俘(ｻH��

平成14年 ��弌��佐藤良雄 ��I�Xﾄ�ｲ�17回 儼ﾈﾏｸﾔ陜B�15回 ��螽ｿ伊ｲ�山上衛 鴫田礼花 ��H���斉#栄 �8�69~x截�

平成15年 �#����鈴木金市 �8�69~x截�18回 凅ｹ:�假r�16回 ��Y$ｩ^Hﾍﾉ��冨同沙賂j′ 古屋享子 ��X���佐藤修三 儼ﾈﾏｸﾔ陜B�

平成16年 �#���� ���68鏸柵�19回 �:�$ｩtIOﾂ�17回 俚(�盈案ﾒﾒ�倉田珠衣 森谷優美 ��h���拍田和江 �6饐9���B�

平成17年 �#(���佐々木勲- 伜(�8���20回 �&韶Y��ｯ2�18回 俚(鯖|yu��植田玲素 冨岡沙樹 ��x���佐々木勲- �8x�(ﾝ��

平成18年 �#亜�� 儻�ｨﾛ�;ﾃｦ､ﾂ�21回 伜(�8���19回 ��Yth����津木瑛保 倉田珠衣 ��亜��佐藤良雄 儻�ｨﾛ冲ｲ�

平成19年 �#H���斉藤栄 價伜)x��22回 �6饐9���ｲ�20回 ��ｨ鯖U8ﾘx���目黒健月 地主和希 ��弌��鵜殿マサエ �&韶Y��ｯ2�

平成20年 �#X���川染節子 仞����hｯ2�28画 ���68鏸柵�21回 俚):��8蔗�太田ななこ 渡辺早推 �#����佐藤栄子 ���68鏸柵�

平成21年 �#h���今野寡夫 �&韶Y��ｯ2�24回 ��(ﾏｸ�B�22回 凭冦粟��2�立石静玖 薄禾瑛保 �#���� 冦ｩT�ﾉ(ﾈ��

平成22年 �#x���三浦ヒナ子 冦ｨﾙXﾉ(ﾈ��25回 凛y���8ｾ��23回 兢�圸y�ｩ��浮木美味 嵯峨由実子 �#(���谷口裕一 凛y���8ｾ��

平成28年 �#亜��斉藤きよう子 �6饐9���"�26回 俘(ｻH蟹Oﾉ�"�24回 �:�ﾋI�X躋�高橋兼理香 目黒優月 �#9���｢�佐々木津 俘(ｻH蟹Oﾈﾘ��

平成24年 �#弌��戸掘草書 俘(ｻI�x慊�27固 俘(ｻI�騫ﾙ�"�25回 ��高橋愛美香 菅原桃花 �#H��� 俘(ｻI�騫ﾘﾘ��

平成26年 �$�R�佐々木次雄 俘)9�IOﾈﾘ��28回 ��ｸﾋI8ﾘﾘ��26回 乘�68�ﾍﾈ蕀?｢�伊藤事業 太田ななこ �#X���戸掘孝吉 �)YH芥屍�

平成26年 �3����高橋栄治郎 ��ｸﾋI8ﾘﾘ��29回 儻�69th將�27回 凛y��4x7韈��目鼻森々香 高橋真理曹 �#h���高橋春子 ��ｸﾋIv��ｲ�

大会年度 冏ｹ��,yZ｢�剞ｶ保内節 剌H田船方飾 劍�68*�,�+����



NO2

秋田過分 劔+x�(,ﾈ�"�剌H田長持唄 劍�68ﾖ�,ﾈ�2�剌H田おはら節 

熟年 僖顫ﾒ� 偬颯��年少 ��熟年 僖���昮� 偬颯��年少 ��熟年 僖顫ﾒ�

1回 傅ﾈｧﾘﾋI$x���藤原美事 �� �� �� �� �� �� 

2回 傴ﾄTVﾉ���熊谷朋江 �����/ ����ﾉ.�魔� �� �� �� �� 

3回 ����ﾈ諟蔗�佐藤君 �(���男頑会よL 儻�ｨｷiOﾂ� �� �� �� �� 

4回 �8),9|yu��佐藤健吾 嶋���柿崎一男 ���9Oﾉ=�� �� �� �� �� 

SA 俘(ｻI�H蔗�佐藤患 滴���藤峰ノコ 俚):�ﾉ(ﾎ��1回 俘(ｻBﾅ倅��佐藤麻衣 �� �� �� 

6回 �(i�ｨ皦6｢�佐藤麻美 店���明石昭一齢 俚):�h9Oﾂ�2回 �8),9|x���佐井意 �����高橋,y三 �� �� 

7回 ��Gｸﾉ)?��高橋歩推 塗���土井キノ ��:�Oﾉ���3回 俘(ｻI58ﾍﾉ��漂浪康子 �(��� 梯�1回 ��Gｸﾉ)?��佐藤志 

8回 �?ｩnﾉwｸ鴿��小松由佳 度���森本市三郎 ��ｹ�8ﾔ韈��4回 �$ｩ�ﾉthﾙ��高橋歩推 �8���中村主ニ 梯�2回 ��I:�5H6x7��深溝康子 

9回 俚):�7H4�6ﾒ�嶋田礼花 嶋���井上圭ニ ��9nﾈﾕﾙyﾒ�6回 俚(ﾘﾈ�8蔗�薄溝牧子 滴���宮田紀義 梯�3回 ��雲H6ﾘ5"�加薄知佳 

10回 �6Y�&豚ﾍｲ�渡部景都 祷���日野養次邸 �8�69~x截� 剴X��� 梯�4回 俚(�盈姻(���高橋歩推 

11回 �6餾Iy�&｢�田中瑞穂 ������仙川タカ 俘(ｻH���6回 俚):�毎���浜口康花 塗���佐藤栄子 土�X檍.dﾂ�5回 �6餾Iy�&｢�嶋田礼花 管 

12回 俚(�盈�+ﾈ���高橋淳 ������高橋鉄五郎 俘(ｻI^��B�7回 ����ﾉ�井��冨福音 度���谷川友告 �)YHｺｸﾖ��6回 ��I69.疫��浜口康花 

13回 俚)T�}h蔗�〆 ��(���島山善栄 儼ﾈﾏｹ8(截�8回 ��Y*ｨ685｢�浅野晴香 嶋���佐藤捗三 俘(ｻH��7回 ��ｶ�ﾔｸﾞｲ�山上衛 

lヰ回 ��ダ戒 ��9+ﾂ�々末永太 �:�$ｩtIOﾂ�9回 ��山上衛 祷��� 伜(�8���8回 ��I:�魔�爵谷優美 

15回 俚(�盈案ﾒﾒ�山上衛 ��H���斉藤栄 儻�ｨﾛ俥��10回 俤y$ｩW�Oﾂ�冨岡沙揖 ������高楠弟 佻Xﾏｹ8(截�g周 ��Yth����高橋宕 

16回 俚):�|yu��顔谷優美 ��X���渡部利男 �&韶Y��ｯ2�11回 俚):�4�6ｨ���地主和希 ������大友臓子 ���68鏸柵�10国 �7�68��Wb�言問沙樹 

17回 亶ｹ68ｴ亳��倉田珠衣 ��h���築港勇借 �6饐9���B�12回 ��森谷優美 ��(���佐々木勲- 凅ｹ:�僮��11回 俚):�|yu��地主和希 

18回 ��Y�姥一��冨岡沙揖 ��x���高橋邦子 ���69j�<r�13回 倅��7�6倡��須藤莱 ��8���片岡利一郎 �6饐9��]｢�12画 俚):�毎���倉田珠衣 

19画 俚):��Wb�渡辺早織 ��亜��村井百合 儘�:��c���14回 ��ｨ鯖U8ﾘr�小松博美 ��H���- �&韶Y��ｯ2�13回 侘8ｻI�H蔗�渡辺早織 ニ浦モモエ 

20回 凭冦粟��2�田畑沙月 ��弌��大友勝子 �,9m�ﾉ]ｲ�18回 俚):�|y8��沢田藍 ��X���佐藤良凍 ��)69M��14回 侘8ｦ假�72�沢田藍 

21回 ��Ytii����目鼻優月 �#����中村清治 伜)gｸ��16回 �6餾Iy�&｢�目鼻康月 ��h���相原真一 凛y�韭ｸｾ��15回 侘ｸﾄ�ﾔhｶr�武内羽音 

22回 ��ﾉ]8ﾔH���立石静玖 �#����大潮ツセ 俘(ｻIj)yﾒ�17回 ��ﾉ]9ex���高橋愛美 ��x���鈴木金市 �?ｩE�(���16回 侘8ｦ�6�5H���太田ななこ 

23回 ��菅原執着 俣(���佐藤修三 ��ｸﾋI8ﾘﾘ��18回 ��Y�飲����立石静玖 ��亜��,--.:義 俘(ｻI�騫ﾙ�"�mｨﾙXﾉ(ﾈ��17回 ��盈�686��高靖夫理 

24回 俚(�盈磯�8��#*** �#8���相田和江 俘(ｻI7ﾘ沓�19回 侘ｸｴｸﾔhｶr�菅原桃香 ��弌��川辺恭子 俘(ﾎx芥��魎�ﾘ(ｻI�騫ﾘﾘ��18匡l ��棠$ｨ�8���高橋愛美 

25回 凛y��4x7韈��高棉真理 �#H���川辺姉子 ���ﾋI8ﾘﾘ��20回堀井三解 剄ｋｴ真理 �#����関LIJ尚三 俚(�盈��ｹz"��ｸﾋI8ﾘ截�19回 俤i:�*ｸ.h*B�菅原桃花 

秋田追分 劔+x�(,ﾈ�"�剌H田長持唄 劍�68ﾖ�,ﾈ�2�剌H田おはら節 



NO3

秋田草刈唄 劍�69F韈��2�刮ｭ売り筋 劔�X檠D�7��

熟年 僖顫ﾒ� 偬颯��年少 ��熟年 僖顫ﾒ� 

昭和59年 

昭和60年 

昭和61年 

昭和62年 

昭和63年 

平成元年 

平成2年 

平成8年 

平成4年 

平成6年 

平成6年 

平成7年 

1回 俘(ｻI58ﾍﾉ�� �� �� �� 兌ﾙ�ﾃ吋��

2回 俚)^做8蔗�/ �����古橋清三 俘(ｻI^��B� �� 兌ﾙ�ﾃ僖��

3回 倅��8(8(4r�/ �(���水谷穂五郎 �8�69~x截� �� 兌ﾙ�ﾃ��D��

4回 ����ﾈ諟蔗�/ 嶋���斉藤栄 ��Y*ｨﾅﾉu2� �� 兌ﾙ�ﾃ��D��

5回 俘)�)+x自��6大会よL 滴���鈴木金市 �69(i��^B� �� 兌ﾙ�ﾃ�)D��

6回 俚):�7H4�6ﾒ�広橋歩推 店���佐藤修三 俘(ｻH�� �� 兌ﾙ�ﾃ�9D��

7回 ��ｶ�ﾔｸﾉｲ�浅野晴青 塗���加暮奪義_■,:-. 儼ﾈ8ﾙ8(截� �� 兌ﾙ�ﾃ�ID��

8回 �$ｩ�ﾉthﾙ��浜口康花 度ﾌR�武田タミニ �:�$ｩtIOﾂ� �� 兌ﾙ�ﾃ�YD��

9回 俘(ｻI�H蔗�高橋淳 嶋���藤原廉志 �8x�(ﾝ�� �� 兌ﾙ�ﾃ�iD��

10回 ��Yth����倉田珠衣 祷���谷口祐一 �6饐9���B� �� 兌ﾙ�ﾃ�yD��

11回 俘)D液R�渡辺早辞 ������佐藤良凍 儻�ｨﾛ假r� �� 兌ﾙ�ﾃ�吋��

12画 �6餾Iy�&｢�冨岡沙樹 ������中嶋雄治 �&韶Y��ｯ2� �� 兌ﾙ�ﾈ�ｳ僖��

18回 ��I:�魔�地主和希 ��(���戸堀孝吉 ���68鏸柵�1回 ��冨岡沙樹 兌ﾙ�ﾃ#�D��

14画 伜)$ｨﾉｸ���沢田車 ��8���今野芳夫 ��)69yR�2回 梯�高橋千歌 兌ﾙ�ﾃ#�D��

15回 俚):�|x���立石静玖 ��H���大友勝子 冦ｩT�tHﾈ��8回 梯�黒木裏白 兌ﾙ�ﾃ#)D��

16回 凭冦粟��2�太田ななこ ��X��� 俛Ym越�I"�4回 梯�古橋愛美香 兌ﾙ�ﾃ#9D��

17回 ��高精嚢美雪 ��hﾌX+2� 俘(ｻI�騫ﾙ�"�8回 梯�菅原桃花 兌ﾙ�ﾃ#ID��珊卿郵Jl 

18回 ��ｨﾋI�闔｢�高棉糞理香 ��x���中村,y治 俘(ｻH蟹Oﾉ�"�6画 梯�薄末弟碑 兌ﾙ�ﾃ#YD��

19回 ��泳(686��菅原桃花 ��亜��大森富治 ��ｸﾋI8ﾘ截�7回 ��高橋糞理香 兌ﾙ�ﾃ#iD��

秋田草刈唄 劍�69F韈��2�刹剩р阯f 劔�X檠D�7��


