
 推薦にあたってのお願い  
 

１ 個人は、令和４年３月31日現在、20歳以上40歳以下（器楽は20歳以上35歳以下）の方を、団体

は、活動歴が概ね10年以上25年以下の団体をご推薦ください。（ただし別紙「坂井時忠音楽賞及び

兵庫県芸術奨励賞（音楽関係）受賞者」は除外してください。） 

 

２ 音源資料の提出について 

（１）推薦にあたっては必ず音源資料を提出してください。最新のもので、本人の音が確認でき

るものとし、録音状態に配慮して、本人の曲（場所）を頭出ししてください。 

   提出いただいた音源資料は、WindowsＰＣでの再生により選考を行う予定です。 

（２）音源資料の曲数 

３曲以内とします。各曲の詳細は、別紙「坂井時忠音楽賞 音源資料一覧」に記載してくだ

さい。 

（３）音源の種類 

  ① データ（共有ＵＲＬをＥメールで送付） 

  ② メディア（ＵＳＢメモリ／ＣＤ／ＤＶＤ）の郵送 

【データ】 ファイル形式は、音声の場合はmp3、動画の場合はmp4にしてください。 

         他の形式については、担当者までご相談ください。 

Dropbox・GoogleDrive等のクラウドにupしていただき、共有ＵＲＬをお伝えく

ださい。 

         録音方法はステレオ録音に限ります。各曲にトラックマークやチャプターマー

クをつけてください（１曲ずつトラックやチャプターを分けること）。 

        ※YouTube動画も可とします。動画のＵＲＬ及び、再生位置（例：開始1分30秒

から3分30秒まで等）を別紙「坂井時忠音楽賞 音源資料一覧」に、記載して

ください。  

【メディア】ファイル形式は、音声の場合はmp3、動画の場合はmp4にしてＵＳＢメモリに保

存してください。 

        ※市販のＣＤ／ＤＶＤでも可とします。別紙「坂井時忠音楽賞 音源資料一覧」

に、音源として提出する曲目（３曲以内）を必ず記載してください。 

 

  ※ご不明な場合は、下記までお問い合わせください。 

 

【問い合わせ・申し込み】 

公益財団法人兵庫県芸術文化協会 

文化振興部 事業第２課 担当 宇野・田中 

〒650-0011 神戸市中央区下山手通4－16－3 

ＴＥＬ  078-321-2002 FAX 078-321-2139 

Ｅメール sinkoubu@hyogo-arts.or.jp 

ＵＲＬ  https://hyogo-arts.or.jp/main/business-list/sakai-t/ 

 



（別紙） 
坂井時忠音楽賞及び兵庫県芸術奨励賞（音楽関係）受賞者一覧 

 

【坂井時忠音楽賞受賞者】 
 
◆平成３年度 

    竹本 節子 （声楽） 
    上塚 憲一 （チェロ） 
 ◆平成４年度 
    安保 淑子 （声楽） 
 ◆平成５年度 
    畑  儀文 （声楽） 
 ◆平成６年度 
    田中 修二 （ピアノ） 
 
 ◆平成７年度 
    芦原 昌子 （声楽） 
 
 
 ◆平成８年度 
    大江 浩志 （フルート） 
 
 ◆平成９年度 
    西脇市立西脇小学校 
     オーケストラ部（管弦楽） 
 ◆平成10年度 
    金子 浩三 （ピアノ） 
 
 ◆平成11年度 
    吉田早夜華（声楽） 
 
 
 ◆平成12年度 
    林   裕 （チェロ） 
 
 ◆平成13年度 
    上田  希 （クラリネット） 
 
◆平成14年度 

    島原 早恵 （ヴァイオリン） 
 
◆平成15年度 

    藤村 匡人 （声楽） 
 
◆平成16年度 

    藤井 快哉 （ピアノ） 
 
◆平成17年度 

    小西 潤子 （声楽） 
宮川彬良とアンサンブル・ベガ（室内楽） 

◆平成18年度 
西本  淳 （サクソフォン） 
 

  
 

【兵庫県芸術奨励賞】（音楽関係） 
 

 
 
 
 
 
◆平成５年度 

    若本 明志 （声楽） 
◆平成６年度 

    中村  健 （指揮） 
    西垣 俊朗 （声楽） 

◆平成７年度 
    安藝 榮子 （声楽） 
    伊藤 ルミ （ピアノ） 
    稲垣  稔 （ギター） 

◆平成８年度 
    田淵 浩三 （ピアノ） 
    畑  儀文 （声楽） 

◆平成９年度 
    芦屋交響楽団 (管弦楽) 
    荒田 祐子 （声楽） 

◆平成10年度 
    井原 秀人 （声楽） 
    ダンスリー・ルネッサンス（合奏） 

◆平成11年度 
    水澤 節子 （声楽） 
    山本 裕之 （声楽） 
    北浦 洋子 （ヴァイオリン) 

◆平成12年度 
    釜洞 裕子 （声楽） 

ニュー・オペラシアター神戸 (オペラ) 
◆平成13年度 

    松本 薫平 （声楽） 
    ｱﾙｶﾃﾞｨｱ音楽芸術振興財団（音楽振興） 

◆平成14年度 
    尾崎比佐子 （声楽） 
    林   裕 （チェロ） 
 ◆平成15年度 
    上田  希 （クラリネット） 

和太鼓松村組 (邦楽) 
◆平成16年度 

    足立さつき （声楽） 
    中野振一郎 （器楽） 
◆平成17年度 

福永 修子 （声楽） 
 

 ◆平成18年度 
川西市民オペラ 
並河 寿美 （声楽） 

 
 



【坂井時忠音楽賞受賞者】 
 
◆平成19年度 
    石橋 栄実 （声楽） 
    菊本 和昭 （トランペット） 
◆平成20年度 
    南部 靖佳 （フルート） 
◆平成21年度 
    木村 優一 （和太鼓） 
    高石  香 （ピアノ） 
◆平成22年度 
    岡田  将 （ピアノ） 
 
◆平成23年度 
    高田 泰治 （鍵盤奏者） 
◆平成24年度 
    間瀬 尚美 （マリンバ） 
◆平成25年度 
    清永 あや （ヴァイオリン） 
    山田 愛子 （声楽） 
◆平成26年度 
    坂口 裕子 （声楽） 
    瀧村 依里 （ヴァイオリン） 
◆平成27年度 
    池内  響 （声楽） 
    藤原 功次郎（トロンボーン） 
 
◆平成28年度 
    釈迦郡洋介 （ピアノ） 
    迎  肇聡 （声楽） 
◆平成29年度 
    鬼一  薫 （声楽） 
    清水徹太郎 （声楽） 
◆平成30年度 
    小松 加奈 （マリンバ）     
 
◆令和元年度 
    冨田 一樹 （パイプオルガン） 
◆令和２年度 
    坂本  彩 （ピアノ） 
    桝  貴志 （声楽） 
◆令和３年度 
        杉田 恵理  (ビオラ) 
 

【兵庫県芸術奨励賞】（音楽関係） 
 
◆平成19年度 

藤村 匡人 （声楽） 
井上 麻子 （サクソフォン） 

◆平成20年度 
   晴  雅彦 （声楽） 
◆平成21年度 
   岩谷 祐之 （ヴァイオリン） 
 
◆平成22年度 
   老田 裕子 （声楽） 

藤井 快哉  (器楽) 
◆平成23年度 
   岡田  将 （ピアノ） 
◆平成24年度 

    菊本 和昭 （トランペット） 
◆平成25年度 

木村 優一 （和太鼓） 
 

 ◆平成26年度 
    崎谷 明弘 （ピアノ） 
 
 ◆平成27年度 
    弊 隆太郎 （コントラバス） 
    松岡 万希 （声楽） 

薮田 翔一  (作曲) 
◆平成28年度 

間瀬 尚美 （マリンバ） 
 
◆平成29年度 

    中村 恵理 （声楽） 
    藤原功次郎 （トロンボーン） 
◆平成30年度 

    坂口 裕子 （声楽） 
    清水徹太郎 （声楽） 
 
 
◆令和２年度 

    池内  響 （声楽） 
    北口 大輔 （チェロ） 
◆令和３年度 

    釈迦郡洋介 （ピアノ） 
    

 

 

 


