
顕彰年月日 年度 氏名（敬称略） 分野

1 昭和58年 1月24日 昭和57年 渥美  清 俳優

2 昭和58年 2月25日 昭和57年 瀬古  利彦 マラソン　

3 昭和58年 1月24日 昭和57年 倍賞  千恵子 俳優

4 昭和58年 1月24日 昭和57年 森繁  久彌 俳優

5 昭和58年 1月24日 昭和57年 山田  洋次 映画監督

6 昭和59年 2月14日 昭和58年 森下  洋子 バレエ

7 昭和59年 2月14日 昭和58年 柳家  小さん 落語

8 昭和59年 2月14日 昭和58年 広岡  達朗 野球　　 　

9 昭和59年 2月14日 昭和58年 日立バレ－ボ－ル部 バレーボール

10 昭和60年 2月14日 昭和59年 岡本  綾子 ゴルフ

11 昭和60年 2月14日 昭和59年 春日野  清隆 相撲

12 昭和60年 2月14日 昭和59年 具志堅  幸司 体操

13 昭和60年 2月14日 昭和59年 田谷  力三 オペラ

14 昭和60年 2月14日 昭和59年 坂東  玉三郎 歌舞伎

15 昭和60年12月26日 昭和60年 江藤  俊哉 バイオリン

16 昭和60年12月26日 昭和60年 落合  博満 野球

17 昭和60年12月26日 昭和60年 片岡  孝夫 歌舞伎

18 昭和60年12月26日 昭和60年 北島  忠治 ラグビ－

19 昭和60年12月26日 昭和60年 手塚  治虫 漫画

20 昭和61年12月22日 昭和61年 市原  悦子 俳優

21 昭和61年12月22日 昭和61年 上田  昭夫 ラグビ－

22 昭和61年12月22日 昭和61年 加山  雄三 俳優

23 昭和61年12月22日 昭和61年 千代の富士  貢 相撲

24 昭和61年12月22日 昭和61年 吉井  澄雄 舞台照明

25 昭和63年 1月20日 昭和62年 市川  猿之助 歌舞伎

26 昭和63年 1月20日 昭和62年 鳳蘭 ミュ－ジカル

27 昭和63年 1月20日 昭和62年 小林  則子 海洋ｼﾞｬ-ﾅﾘｽﾄ

28 昭和63年 1月20日 昭和62年 八千草  薫 俳優

29 平成元年 1月23日 昭和63年 朝倉  摂 舞台美術

30 平成元年 1月23日 昭和63年 坂本  龍一 音楽
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31 平成元年 1月23日 昭和63年 平  幹二朗 俳優

32 平成元年 1月23日 昭和63年
ｿｳﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･日本ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞ
･ｽｲﾐﾝｸﾞﾁ-ﾑ

シンクロナイズドスイミングﾞ

33 平成元年 1月23日 昭和63年 千代の富士  貢 相撲

34 平成 2年 1月18日 平成元年 秋山  エリカ 新体操

35 平成 2年 1月18日 平成元年 浅丘  ルリ子 俳優

36 平成 2年 1月18日 平成元年 小川  直也 柔道

37 平成 2年 1月18日 平成元年 中村  勘九郎 歌舞伎

38 平成 2年 1月18日 平成元年 宮崎  駿 アニメ－ション

39 平成 2年 1月18日 平成元年 山田  太一 劇作家

40 平成 3年 1月16日 平成  2年 秋山  豊寛 宇宙飛行士

41 平成 3年 1月16日 平成  2年 武満  徹 作曲

42 平成 3年 1月16日 平成  2年 ホリ・ヒロシ 人形師

43 平成 3年 1月16日 平成  2年 村田  兆治 野球

44 平成 3年 1月16日 平成  2年 森  光子 俳優

45 平成 3年 1月16日 平成  2年 明治大学体育会ﾗｸﾞﾋﾞ-部 ラグビ－

46 平成 3年 1月16日 平成  2年
早稲田大学体育会ﾗｸﾞﾋﾞ-蹴球
部

ラグビ－

47 平成 4年 1月23日 平成  3年 サトウ  サンペイ 漫画

48 平成 4年 1月23日 平成  3年 佐藤  しのぶ 声楽

49 平成 4年 1月23日 平成  3年 谷川  真理 マラソン

50 平成 4年 1月23日 平成  3年 坂東  八十助 歌舞伎

51 平成 4年 1月23日 平成  3年 森  祇晶 野球

52 平成 4年 1月23日 平成  3年 吉村  昭 作家

53 平成 5年 1月28日 平成  4年 古賀  稔彦 柔道

54 平成 5年 1月28日 平成  4年 小林  光一 囲碁

55 平成 5年 1月28日 平成  4年 貴ノ花  光司 相撲

56 平成 5年 1月28日 平成  4年 水谷  良重 俳優

57 平成 5年 1月28日 平成  4年 三田  佳子 俳優

58 平成 5年 1月28日 平成  4年 吉田  秀彦 柔道

59 平成 6年 2月25日 平成  5年 曙  太郎 相撲

60 平成 6年 2月25日 平成  5年 伊達  公子 テニス
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61 平成 6年 2月25日 平成  5年 野村  克也 野球

62 平成 6年 2月25日 平成  5年 羽生  善治 将棋

63 平成 6年 2月25日 平成  5年 松村  禎三 作曲

64 平成 7年 2月26日 平成  6年 永  六輔 放送タレント

65 平成 7年 2月26日 平成  6年 田村  亮子 柔道

66 平成 7年 2月26日 平成  6年 長嶋  茂雄 野球

67 平成 7年 2月26日 平成  6年 渡辺  貞夫 ジャズ

68 平成 8年 2月23日 平成  7年 田崎  真也 ソムリエ

69 平成 8年 2月23日 平成  7年 長谷川  博 海洋生物学者

70 平成 8年 2月23日 平成  7年 羽田  澄子 記録映画作家

71 平成 8年 2月23日 平成  7年 立川女子高等学校山岳部 遠征登山隊

72 平成 9年 2月13日 平成  8年 惠本  裕子 柔道

73 平成 9年 2月13日 平成  8年 清水  市代 将棋

74 平成 9年 2月13日 平成  8年 栃東  大裕 相撲

75 平成 9年 2月13日 平成  8年 畝  康弘 ｱﾄﾗﾝﾀﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｺﾞ-ﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾘｽﾄ

75 平成 9年 2月13日 平成  8年 小川  睦彦 ｱﾄﾗﾝﾀﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｺﾞ-ﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾘｽﾄ

75 平成 9年 2月13日 平成  8年 尾崎  峰穂 ｱﾄﾗﾝﾀﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｺﾞ-ﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾘｽﾄ

75 平成 9年 2月13日 平成  8年 河合  純一 ｱﾄﾗﾝﾀﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｺﾞ-ﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾘｽﾄ

76 平成 9年 2月13日 平成  8年 雑誌「東京人」編集部 雑誌編集

77 平成10年 2月17日 平成  9年 北野  武 映画監督・タレント

78 平成10年 2月17日 平成  9年 佐ノ山  八十吉(元小錦) 大相撲年寄

79 平成10年 2月17日 平成  9年 妹尾  河童 舞台美術家・エッセイスト

80 平成10年 2月17日 平成  9年 吉行  あぐり 美容師

81 平成10年 2月17日 平成  9年
ＦＩＦＡﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾌﾗﾝｽ'98ｱｼﾞｱ
地区予選日本代表ﾁｰﾑ

サッカー

82 平成11年 2月 8日 平成10年 江戸  京子 アリオン音楽財団理事長

83 平成11年 2月 8日 平成10年 梯  剛之 ピアニスト

84 平成11年 2月 8日 平成10年 黒川  紀章 建築家

85 平成11年 2月 8日 平成10年 向井  千秋 宇宙飛行士・医師

86 平成11年 2月 8日 平成10年 大日方  邦子 長野ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾘｽﾄ

87 平成11年 2月 8日 平成10年 土田  和歌子 長野ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾘｽﾄ

88 平成11年 2月 8日 平成10年 松江  美季 長野ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾘｽﾄ

89 平成11年 2月 8日 平成10年 渡辺  敏貴 長野ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾘｽﾄ
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90 平成12年 2月14日 平成11年 阿武  教子 柔道選手

91 平成12年 2月14日 平成11年 乙武  洋匡 学生・著述

92 平成12年 2月14日 平成11年 庄司  紗矢香 学生・バイオリニスト

93 平成12年 2月14日 平成11年 東儀  秀樹 雅楽師

94 平成12年 2月14日 平成11年 野口  健 学生・登山家
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