
        
1869 町名・団体 浜町 浜町 新町 大工町 鍛治町 米町 安方町 安方町 大町 蜆貝町 博労町 塩町

明治２年 人形名称 宝船 神宮皇后 牛若　鼻天狗 輿 姐巳(あねみ) 漢高祖白蛇を斬る 相馬将門 千両箱 不明 不明 不明 不明

形体・大きさ 高さ十一間 高さ十一間

1870 町名・団体

明治３年 人形名称

1872 町名・団体 不明 不明 不明

明治５年 人形名称 牛若丸 桃太郎 金太郎

1890 町名・団体 米町 大町 塩町 栄町 新町 柳町 安方町 寺町 鍛冶町

明治２３年 人形名称 扇燈籠 将棋形 伏姫 朝比奈 渡邊綱 不明 不明 朝比奈三郎 不明

1891 町名・団体 塩町若者連 町名・団体名不明 　　　　　　　　　　　

明治２４年 人形名称 不明 名称不明・２０数台 　　　　　　　　　　

1892 町名・団体 新町 新町 寺町 安方町 　

明治２５年 人形名称 大江山酒呑童子 和藤内 恵比寿 不明

1893 町名・団体 米町 大町 塩町 安方町 寺町 濱町 博勞町 柳町 大町大木屋 新町

明治２６年 人形名称 大伴黒主 天の岩戸 若菜姫 坂田金時 朝比奈三郎 鬼若丸 浦島太郎 鐘馗 福姫 渡辺綱

1894 町名・団体 油川消防４台 一番組(伝馬・羽白) 二番組(仲町・茶屋町) 三番組(舘ノ町・十三森) 四番組(新井田・横町・下町)

明治２７年 人形名称  不明 不明 不明 不明

1895 町名・団体

明治２８年 人形名称

1896 町名・団体 莨町 栄町 安方町

明治２９年 人形名称 鐘鬼 不明 不明

形体・大きさ 三丈余

1897 町名・団体

明治３０年 人形名称

1898 町名・団体

明治３１年 人形名称

1899 町名・団体 塩町 栄町 鍛冶町 濱町 新町

明治３２年 人形名称 弁慶 不明 不明 不明 不明

1900 町名・団体 濱町の某回漕店 安方の通運会社

明治３３年 人形名称 不明 不明

1901 町名・団体 安方町 栄町 新町 浦町・美誠團 浦町 米町 鍛冶町 博労町 大町 松森町 莨町 蜆貝町 濱町

明治３４年 人形名称 趙雲 堤婆陀象を殺す 孔明・攀噌の門破り 曽我五郎 漢の沛公大蛇を討つ 平忠盛 素盞鳴尊 手力雄尊天 海國男子碇を以て鷲を討つ處 五郎丸 鬼童丸 鬼若丸 惠比子と鯛

形体・大きさ 高一丈五尺巾二間余 高二間位巾二間余 高一丈六尺 高八尺巾二間 高一丈六尺巾二間 高一丈余巾二間 高八尺巾二間餘 高八尺余巾二間 高二間巾二間 高一丈五尺巾二間 高一丈三尺巾二間 高一丈八尺巾二間 高一間半巾二間余

町名・団体 柳原 新安方町 柳町 寺町 丸安運送店 新安方町 木村呉服店 米町・木村商店 通運会社 松江回漕店 石舘回漕店 郵船会社 三立社

人形名称 猫は鯛を捕る所を大黒の止め居る 桃内小太郎 楠正之 加藤清正 自來也 桃内小太郎 揚巻助六 度量衡 九紋龍 忠信静御前 孫權 嶋左近 犬塚信乃、犬飼源八

形体・大きさ 高七尺 高八尺巾二間余 高八尺 高一間半巾一間二尺 高一間半巾一間半 高一間半巾一間余 高八尺巾一丈餘 高一丈

　 町名・団体 松本楼 近藤石状所 東奥日報社

人形名称 不明 不明 不明

形体・大きさ

1902 町名・団体

明治３５年 人形名称

1903 町名・団体 濱町・松江 石舘回漕店 海陸運送会社 米町青時団 安方若者組 安方若者組 安方若由魚商

明治３６年 人形名称 俵藤太百足退治 政岡、鐡之助、鶴千代 鳥山秋作若菜姫 兒雷也 狐忠信 萬古不来の玉？ 和藤内

形体・大きさ 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁

1904 町名・団体

明治３７年 人形名称

1905 町名・団体

明治３８年 人形名称

1906 町名・団体

明治３９年 人形名称

1907 町名・団体 安方町・東 安方町・鈴木 米町・東石 大工町・小若者 上新町・小若者 藤井洋服店 塩町・莨町・わ組 日の出床 安方町・佐末 蜆見町・魚市場 蜆見町町内 横町町内  

明治４０年 人形名称 芍藥 朝比奈 關羽 布袋 楠正成 金時に鷲 牛若丸 山賊鬼角 朝比奈 掘尾四郎義貞 牛若辨慶五條の橋 恵比須  

青森侫武多一覧表

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　

１８７３(明治６年)～１８８２(明治１５年)　ねぶた禁止令

　　　　　　　　不明　

　　　小さいねぶた２０

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　



形体・大きさ

1907 町名・団体 濱町・松江 上新町・小組 鍛冶町・齋藤ブリキヤ 柳町・小若者 安方町・某 濱町・磯野 新町町内 長島町内 堤町・古澤 中新町若者

明治４０年 人形名称 相撲 鬼若丸 兒雷也 達摩 岩に武者一人 力松（白縫物語） 布袋に三味線 岩見重太郎 鯉の瀧登り 大根に蕪

形体・大きさ

1908 町名・団体

明治４１年 人形名称

1909 町名・団体 塩町莨町浪打合併 濱町・中村慶次郎 濱町・葛西子之助 浦町・吉田勝太郎 新町・田村實 新町・内山彌助 松森町・小笠原安太郎 安方町・最上圓次郎 濱町淡谷回漕部・藤田永吉 榮町・鹿内章司 筒井・佐々巳之松 陸奥日報社 東奥日報社

明治４２年 人形名称 兒島高徳 普賢菩薩像 岩見重太郎 大江山酒呑童兒 天狗牛若丸 秦の始皇帝 日本武尊及熊襲 楠正成 瀧夜叉姫相馬太郎 敦盛熊谷水滸傳 改良安全ランプ形 辯天小僧 里見冶部大輔義賢

形体・大きさ 四人舁き 四人舁き 四人舁き 四人舁き 四人舁き 四人舁き 四人舁き 二人舁き 一人舁き 一人舁き 一人舁き 一人舁き 一人舁き

町名・団体 浦町・成田倉次郎 安方町魚市塲・三上智策 安方町・佐藤末吉 新安方町・北川岩五郎 新町・野村彦吉

人形名称 梅若丸 静御前狐忠信 姐妃清姫 鬼若丸 曽我五郎

形体・大きさ 一人舁き 一人舁き 一人舁き 一人舁き 一人舁き

1910 町名・団体

明治４３年 人形名称

1911 町名・団体 蜆貝町 古川町・工藤常吉 濱町・笹田源五郎 新町・水木太平 長嶋・淺野辰三郎 長嶋町・張間助治 莨町・中田房吉 浦町・松谷彦 浦町・秋村由吉外一名 安方町・丸ツ組 淡谷回漕邸 塩町・鹿内 濱町一丁目・大組

明治４４年 人形名称 辨慶五條橋 恵比壽 兒嶋高徳 牡丹に唐獅子 金魚 鐘馗大臣 日本武尊熊襲酋長殺害 日本武尊 日本武尊 後藤又兵衛 朝比奈三郎及曽我五郎 瀧夜叉姫 熊谷次郎直實

形体・大きさ 四人舁 四人舁 四人舁 四人舁 四人舁 四人舁 四人舁 四人舁 四人舁 四人舁 一人舁 一人舁 一人舁

町名・団体 浦町・斎藤長作 浦町・相馬由之助 東奥日報社 陸奥日報社 柳町・柴田印刷所 青森鐵工場 塩町・某 博勞町・某 莨町 三立社 小嶋活版所 山口材木店 安片町・山田魚商

人形名称 牛若丸に烏天狗 悪七兵衛景清 日本武尊大蛇征伐 梅王丸 韓の武松 鬼若丸 大黒天 加藤清正 兒雷也 不明 不明 不明 不明

形体・大きさ 四人舁 四人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁

東奥日報　８月７日 東奥日報　８月７日

町名・団体 寺町・高田 松森町・某

　 人形名称 不明 酒天童子

形体・大きさ 一人舁 一人舁

1912 町名・団体 柳町 柳町・小島活版所 濱町

明治４５年 人形名称 楠正行決別 和藤内 鬼若丸

他  

町名・団体 浦町

人形名称 不明

他

1913 町名・団体 浪打 濱町 浦町 浦町・挽材會社 荒川村 筒井村

大正２年 人形名称 美濃の孝子 不明 朝日奈三郎 桃太郎 大村大角 大皷割の五郎

形体・大きさ 高さ七尺 高さ八尺 高さ八尺 高さ八尺 高さ七尺幅八尺 高さ八尺幅二間

1914 町名・団体

大正３年 人形名称

1915 町名・団体 青森郵便局・電友会 新安方・丸米運送店 高谷活版所 鍛冶町・正和会 寺町 松森町青年團 大世淡谷回漕店 柳町・柴田印刷所 榮町・大田重助 新町 陸奥日報 奥野・和島書籍店 東奥日報社

大正４年 人形名称 鬼童丸と野牛 佐賀の夜櫻猫退治 妹背山のお三輪鱶七 弓張月 鬼童丸の鯉退治 光王丸の鯉退治 石川五右衛門 清水一角 金時 岩藤の局 お軽平右衛門 桃太郎 鬼一法眼奥山の場

形体・大きさ

町名・団体 古川町消防組 浦町上田町・天狗組 蜆貝町・請負師山本

人形名称 張飛長板橋 森蘭丸 山伏弁慶

形体・大きさ

1916 町名・団体 安方町・丸通會社 吉原町 大町 下新町 青森驛船夫 新蜆貝町 古川・長村勇吉 蜆貝町 野脇 柳町 柳町 新濱町・淡谷 新安方町・丸共

大正５年 人形名称 渡邊綱と鬼 兒雷也 恵比壽鯛 石川五右衛門 大石蔵之助 塚原卜傳 恵比壽大黒 花川戸助六 松前鐡之助 上杉謙信 金時蜘蛛 熊谷直實 三浦之助義村時姫

形体・大きさ 四人舁 一人舁 四人舁 一人舁 一人舁 二人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 四人舁 一人舁 一人舁

町名・団体 新蜆貝町 塩町一番地 東奥日報社 古川・丸本 浦町・橋本 安方町 古茶屋町 古川・丸大運送店 浦町 野脇・小舘木塲附近 濱町一丁目 長町 浦町

人形名称 桃太郎 京人形 織姫 桃太郎鬼退治 五所川の五郎丸 屋臺 梅王松王櫻丸 阿部貞任 阿部貞任 阿部貞任 松前鐡之助 小野川喜三郎 城の形

形体・大きさ 四人舁 一人舁 一人舁 一人舁 四人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁

町名・団体 安方町・太田活版所 長島・丸キ 蜆貝町・魚市塲 青森日報社 鍛冶町 古川・鐡道官舎 浦町 陸奥日報社 長島町 浦町・橋本 寺町 安方 浦町

人形名称 清水一角 大黒 森蘭丸 七夕姫 和藤内虎退治 地雷也 仁田四郎猪退治 琴責場 大宅太郎 白井權八 松王丸 塙團右衛門岩見重太郎 城の形

形体・大きさ 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 四人舁 一人舁 四人舁 四人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁

町名・団体 柳町 安方町 新安方町・郵船 新濱町・三上商店 大町 濱町・大組 新濱町・磯野 新町 長島町 古茶屋町 榮町 旭町 浪打番外・慈善院隣

人形名称 惡七兵衛景清 牛若丸 鐘楼に清姫 放駒長吉 二十四孝 役の行者 浦島太郎 堤婆象退治 鬼若丸 桃太郎 孔明 幟侫武多 熊谷敦盛

形体・大きさ 一人舁 四人舁 二人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 四人舁 一人舁 四人舁 一人舁 一人舁 一人舁

町名・団体 新安方町/佐末 長島町 浦町 浦町 浦町・専賣局隣 浦町 新安方町 寺町 新安方町・丸米 新安方町・丸十 柳町・鎌重支店近く

人形名称 八重垣姫 阿部貞任 恵比壽 鬼若丸 石川五右衛門 三巌七兵衛 墨染關兵衛 鬼若丸 静御前 法華丈助 南朝忠臣

形体・大きさ 二人舁 一人舁 四人舁 二人舁 一人舁 二人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁

1917 町名・団体 長島町 新蜆貝町 博勞町 安方町・東商店 寺町 長嶋・小島印刷所 新博勞町 磯野回漕店 丸通運送店 新濱町・今村 古川 浦町 長島

水道部

日本武尊熊襲を誅する状

村上彦四郎錦旗を奪還す曾我五郎と朝比奈三郎との鎧引

柿崎琴章

源賴義大弓もて岩石を突き割り水を湧出せしむる状

御所五郎丸曾我五郎を富士の狩塲にて擒する状

　　　　　　　　不明　

榮町

大町・佐々木氏

米町

古川・大川氏

恵比壽大鯛を捉うる状

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　

　　　　５月３日の大火の為、町内ねぶたは出さず・飾りねぶた１台

新町

日本武尊熊襲を誅する状

　　　　　　　　不明　

濱町 古川

鞍間山の天狗牛若丸に劍術を授く

寺町

恵比壽大鯛を捧ぐる状



大正６年 人形名称 金輪五郎(鱶七お庭對面) 金輪五郎(鱶七お庭對面) 金輪五郎(鱶七お庭對面) 鬼若丸鯉退治 鬼若丸鯉退治 鬼若丸鯉退治 内蔵之助主税 内蔵之助主税 牛若辮慶 天の岩戸 恵比壽 大黒 達磨 

形体・大きさ 四人舁 一人舁 四人舁 一人舁 四人舁 一人舁 一人舁 一人舁 一人舁 四人舁 一人舁 四人舁 一人舁

　 町名・団体 新安方・三橋 大町 安方 鍛冶町 大印運送店 浦町 村本製材所 丸二 田村艀 陸奥日報社 大湊木材 新濱町・角互組 松森町・下組

　 人形名称 狐忠信 日本武尊 日吉蜂須賀 眞田大助猪退治 九紋龍 掘尾茂助 松王 櫻丸 虎王丸 直實敦盛 虎御前に曽我五郎 大伴黒主 夜叉御前碓氷無太郎 天の岩戸

形体・大きさ 一人舁 一人舁 一人舁 四人舁 四人舁 四人舁 一人舁 一人舁 一人舁 四人舁 一人舁 四人舁

町名・団体 丸十運送店 東奥日報社

人形名称 お船藤左衛門 直實敦盛

形体・大きさ 一人舁

1918 町名・団体

大正７年 人形名称

1919 町名・団体 濱町 安方町・丸米運送店 九十運送店 沖舘 安方町・三輪運送店  田村艀 電燈會社 大野村消防・原子武麻 吉原遊廓若者連 大湊木材 浦町運送店 若田 安方町・若山豊次郎

大正８年 人形名称 太功記十段目 土蜘蛛平井保昌 蘭丸光秀 高波八郎 渡邊綱 叉お前 養老の瀧 四ツ車大八 平右衛門かおる 七福神 木下藤吉 兒雷也と綱手 助六伊賀内平左衛門

形体・大きさ  坂田金作・作

町名・団体 新町 東奥日報社 古川町・岡本 旭町若者團 　

人形名称 魚藍觀音 鬼若丸 天下無双丸 曾我兄弟 　

形体・大きさ

1920 町名・団体 長島・澤田惣三郎 浪打 片岡・福士忠吉 新蜆貝町・伊藤久太郎 東奥日報社 浦町字橋本砂田要吉 新町 陸奥日報社 安方町・福川 浦町・新谷辰蔵 浦町・折笠龜次郎 新町小組 寺町・賀山松三郎

大正９年 人形名称 小野川喜三郎怪猫退治 阿部貞任宗任 加藤清正 猿飛佐助石川五右衛門 牛若辨慶 布袋 熊谷直眞 勝頼八重垣姫 宗任袖萩 秀吉僕 岩見重太郎大蛇退治 楠正成 澁屋光王丸

形体・大きさ 一人舁・高さ七尺 高さ六尺巾六尺 高さ七尺巾四尺 高さ八尺 高さ八尺巾六尺 高さ七尺巾九尺 高さ八尺

町名・団体 安方町・奥崎 蜆貝町・上田周作 濱町・今井周吉 濱町・外崎由太郎 松森町・森岡永太郎 新濱・岡本太郎吉 新濱町・長尾福次郎 新濱町・松井庄太郎 柳町・砂田要吉 柳町・寺田儀三郎 長嶋・木立長作 長島、古川・船水、若松 浪打・納屋西之助

人形名称 神崎輿五郎馬方丑五郎 朝比奈三郎 静御前狐忠信 猪の早太高直鶴退治 夜叉五郎今朝太郎 将軍太郎良門大宅太郎光邦 織田信長と木下藤吉郎 待從太郎 布袋 日本武尊 瀧窓志賀之助鯉退治 頂羽曹僕を斬る圖 浦嶋太郎

形体・大きさ

町名・団体 米町・淺利千代吉 古川・肴倉仁三郎 筒井・徳差鐵郎 沖舘・木村善司 長島・小嶋、鈴木 　 　
　 人形名称 福神 電光良知 秋葉天狗之助 伊弉諾尊 千代萩 　 ４７台

形体・大きさ

1921 町名・団体 松森町青年團 青森日報社 桂井回漕店 浦町運送店倉方 安方青森運輸會社艀方 安方町・奥崎孫蔵 鐡道省船夫組合 鍛冶町 古茶屋町・成田竹次郎 油川・越後屋與一郎 鐡道省青森倉庫 大野村柴田茂次郎 大野村・渡邊勝榮

大正１０年 人形名称 日本武尊 頼朝と政子 渡邊綱と小夜姫 浦島太郎 蜂須賀小六と日吉丸 大森彦七鬼退治 揚巻助六 八十梟退治 塚原卜傳 加藤清正 矢の目五郎時政 虎若丸に象 エビス

形体・大きさ 高さ七尺 高さ七尺 高さ六尺五寸 高さ七尺 高さ八尺 四人舁・高さ八尺 高さ八尺 四人舁・高さ八尺 高さ八尺

町名・団体 長島・奥崎定之助 濱町・中田清蔵 米町・升野傳右衛門 濱町・大組 小倉回漕店 寺町・高田與吉 長嶋・小田切清司 新町・安部萬次郎 塩町わ組 蜆貝町・石井万之助 沖舘少年團 石館回漕店 三内・吉崎金次郎

人形名称 神功皇后武内宿彌 靜御前狐忠信 魚羅觀音 五所の五郎丸 仁徳天皇 桃太郎鬼退治 日本武尊 素盞鳴尊 鬼一法眼牛若丸 辯慶牛若丸 鬼若丸 頓兵衛お船 權現人形

形体・大きさ 高さ七尺 高さ八尺 高さ六尺 四人舁・高さ八尺 高さ六尺 四人舁・高さ八尺 高さ八尺 高さ八尺 高さ八尺

町名・団体 油川・福井忠司 蜆貝町魚運組合 寺町・武田彦七 東奥日報社 浦町・吉崎平太郎 磯野艀部 安方旅人宿組合 蜆貝町青年團 印刷株式會社 渋谷木材 對馬常太郎 新城青年團 大野青年團

　 人形名称 猪の早太 稲川千田川 菅原道實 五郎と朝比奈 光秀湖水渡 五郎と五郎丸 漢沛公 樋口次郎兼光 伊達綱宗 村上義照 鯉瀧昇 鎌倉權五郎 辯慶牛若丸

形体・大きさ 高さ八尺 高さ八尺 高さ八尺 高さ七尺 四人舁・高さ八尺 高さ七尺 高さ八尺 高さ八尺

町名・団体 相馬町・上野清六 古川・高田響吉 聚樂座 堀谷回漕店 丸木 新町・古物商組合 青柳組 三つ輪運送店 通運 柳町・伊藤友太郎 長嶋・前田實美 筒井奥野中川勝雄 浅虫・森山酉蔵

人形名称 山本勘助筍掘り 和藤内 謡曲海人 景淸と阿古屋 楠公親子 天の岩戸 綱の鬼退治 蜂須賀と日吉丸 左甚五郎京人形 楠公 恵比須 桃太郎 地雷也

形体・大きさ 高さ八尺 高さ八尺 高さ七尺 高さ八尺 高さ八尺 高さ七尺 高さ八尺 高さ八尺 高さ九尺 高さ八尺 高さ六尺 高さ八尺

　 町名・団体 新安方町・魚市場 米町 榮町・珍田權作 寺町・竹内千代吉 榮町・柴田吉四郎 筒井村・長内岩太郎 荒川上野青年團 油川・三浦爲次郎 大野福士熊之進 沖舘・前田民二

　 人形名称 宗任に袖萩 辯慶牛若丸 曽我十郎 加藤清正 猩々 大蛇丸 日本武尊 遠摩に美人 酒呑猩々 天鈿女命

形体・大きさ 高さ八尺 高さ八尺 高さ六尺五寸 高さ七尺五寸 高さ七尺 高さ八尺 高さ七尺 高さ七尺

1922 町名・団体 青森日報社 大野・高坂平治郎 荒川・秋元清夫 淡谷連絡作業部 屋内村・渡邉徳太郎 柴田武次郎 浪打・柴田藤吉 大野・風晴勝與 東奥日報社 新町・岡本 新町・小倉 沖舘・副田 新蜆町・藤村

大正１１年 人形名称 曽我五郎と虎御前 那須與市 岩見重太郎 忠臣蔵茶屋塲 大石良雄 曾我五郎 三浦之助時姫 桃太郎 日本武尊 助六 朝比奈 呉王 松王丸

形体・大きさ 高さ八尺巾六尺 高さ八尺 四人擔高さ六尺 高さ七尺巾六尺 四人舁・高さ八尺巾六尺 四人舁・高さ七尺五寸巾六尺 一人舁・高さ十尺巾六尺 一人舁・高さ六尺巾五尺 一人舁・高さ八尺巾六尺 四人舁・高さ八尺

東奥日報　８月２８日 東奥日報　８月３０日

町名・団体 小倉回漕店 淡谷作業部 蜆貝町・石井 長島・瀧野 淺虫・三浦 水道部 沖舘・柿崎 松森青年團 新町青年團 濱町・中田 古茶屋町青年團 新蜆貝町・藤森伊市 下蜆貝町・工藤幸一郎

人形名称 安倍清明 茶屋塲 兒雷也 お舟頓兵衛 恵比須 道春舘 桃太郎 十郎五郎 和藤内 忠信 大館 松王丸梅王丸櫻丸 犬飼現八犬塚信乃

形体・大きさ 一人舁・高さ七尺巾七尺 高さ八尺巾六尺 高さ七尺巾六尺半 高さ七尺巾四尺 四人舁・高さ八尺巾六尺 一人舁・高さ八尺巾六尺 四人舁・高さ七尺巾六尺 一人舁・高さ七尺巾六尺 四人舁・高さ八尺巾六尺 一人舁・高さ八尺巾五尺 四人舁・高さ七尺巾八尺

　 町名・団体 森林鐡道團 蜆貝魚市塲 榮町・木村 荒川・川村 安田・松田 沖舘慈恵院 青森新聞社 新濱町磯野艀部 新町・小林長兵衛 大湊木材會社 大野・原子由松 長島・小笠原 濱町・中田

　 人形名称 呉上曹不 岩藏忍衛 重の井 五郎五郎丸 七福神 左甚五郎 小野川 侠客花川戸助六 五郎朝比奈 平忠盛と油坊主 惡田川 猩生 金時

形体・大きさ 一人舁・高さ七尺巾五尺 一人舁・高さ七尺巾六尺 一人舁・高さ七尺巾九尺 一人舁・高さ八尺巾六尺 四人舁・高さ八尺巾六尺 一人舁・高さ八尺巾六尺 高さ六尺五尺 一人舁・高さ七尺 四人舁・高さ八尺巾八尺

　 町名・団体 下堤・工藤 旭町・小田桐

　 人形名称 現八信乃 菅原道眞

形体・大きさ 一人舁・高さ七尺五寸

1923 町名・団体 旭町少年組 吉原常盤 米町・八田忠三 浪舘青年團 西瀧青年團 古川・淺田市五郎 蜆貝町魚市塲 荒川村・白取西松 大湊木材 森林鐡道貯木塲 野脇・外崎金九郎 松森町・小泉三次郎 磯野回漕店

大正１２年 人形名称 地雷也 狐忠信 熊谷敦盛 山本勘助 日本武尊 地雷也 桃太郎(北川金三郎・作) 趙雲 大森彦七 小野川猫退治 五郎朝比奈 天竺徳兵衛 頼政鶴退治

形体・大きさ 四人舁・高さ八尺 一人舁・高さ七尺 一人舁・高さ六尺五寸 一人舁・高さ七尺五寸 一人舁・高さ七尺五寸 一人舁・高さ九尺 一人舁・高さ七尺 一人舁・高さ六尺 一人舁・高さ八尺 一人舁・高さ七尺 一人舁・高さ七尺 一人舁・高さ八尺 一人舁・高さ七尺

町名・団体 濱田・小泉長五郎 安方町・三輪 古茶屋町・小山内豊年 浪打・平井唯雄 小倉回漕店 新蜆貝・對馬茂次郎 濱舘・千葉將之進 荒川・白取彌五郎 大野・原子寅一 安田村・葛西民蔵 大野・長崎勇次郎 青森日報社 堀谷回漕店

人形名称 武田信玄 おみわ 牛若丸 日本武尊 卜部解由 兒嶋高徳 金剛丸 金太郎 安兵衛 梅王丸 金時 牛若丸 熊谷敦盛

　　　　　　　　不明　

　　　　　　　　不明　



形体・大きさ 一人舁・高さ七尺五寸 一人舁・高さ六尺 一人舁・高さ七尺 一人舁・高さ七尺 一人舁・高さ七尺 一人舁・高さ六尺五寸 四人舁・高さ八尺 一人舁・高さ八尺 一人舁・高さ八尺 一人舁・高さ五尺七寸 一人舁・高さ八尺 一人舁・高さ七尺 一人舁・高さ七尺

 町名・団体 新町・山中春次郎 濱町・外崎由太郎 長嶋・深尾 浦町・横山多次郎 荒川・山田芳太郎 東奥日報社 大野・原子由松 大野・長崎莞爾 沖舘少年團 新濱町・若山禮次郎 長嶋・網越建造 網越村・木村富藏

 人形名称 鬼若丸 叉兵衛 權三 大天狗 霧隠才蔵 森蘭丸と安田作兵衛 大谷荒太郎 浦島 牛若丸 辨天小僧南郷力丸 牛若丸 地雷也

形体・大きさ 一人舁・高さ六尺 一人舁・高さ八尺 二人舁・高さ八尺 二人舁・高さ六尺 一人舁・高さ八尺 一人舁・高さ七尺 一人舁・高さ八尺 一人舁・高さ八尺 一人舁・高さ七尺 一人舁・高さ六尺五寸 一人舁・高さ七尺 一人舁・高さ五尺五寸

東奥日報　８月７日

1924 町名・団体 蜆貝町魚市場 浦町・運送組合 浪打・田名部由蔵 米町・今井清吾、上田幸兵衛 莨町・時田岩次郎 森林鐡道貯水塲 東奥日報 青森日報 大湊木材會社 米町 安方町・對馬多四郎 濱町・金沢勇吉 古茶屋町青年団

大正１３年 人形名称 中山安兵衛高田馬場敵討ち 濡髪長五郎放駒長吉 曽我五郎と舞鶴人形 朝比奈と曽我五郎 大石主税 不明 め組の辰五郎と四ッ車大八 不明 村上義光 爲朝と白縫 妹背山 松前鉄之助 唐犬橋兵衛

形体・大きさ 高さ八尺巾九尺 高さ七尺巾五尺 高さ七尺 高さ七尺五寸 高さ七尺八寸巾五尺 製作：柳町棟方 高さ八尺巾六尺

東奥日報　８月４日 東奥日報　８月８日 東奥日報　８月８日 東奥日報　８月８日

町名・団体 松森町下組 新町・精洋軒

人形名称 不明 不明

形体・大きさ

東奥日報　８月８日 東奥日報　８月８日

1925 町名・団体 片町青年団 相馬町 蜆貝町 濱町 大野 旭町一丁目 一六樓 長島・明文社 大町消防署 市外三内 浦町運送方 松森町青年義勇団 營林署鐵道事務所

大正１４年 人形名称 大黒天 清水一角 九文龍 天女の舞 雷電爲右工門 花電車 大友國立櫻墨染 狐忠信 辯慶勸進帳 大江山酒天童子 熊谷次郎 小野川喜三郎猫退治 壇の浦熊谷敦盛

形体・大きさ 高さ六尺巾八尺 高さ七尺 高さ七尺巾八尺 高さ六尺巾八尺 高さ七尺五寸巾五尺 高さ五尺巾五尺 高さ五尺巾六尺 高さ八尺巾六尺 高さ七尺巾八尺 高さ七尺巾四尺 高さ八尺巾十一尺 高さ七尺巾六尺 高さ七尺巾八尺

東奥日報　８月２５日 東奥日報　８月２５日 東奥日報　８月２５日 東奥日報　８月２４日 東奥日報　８月２４日

　 町名・団体 青森日報社 古茶屋町 東奥日報社 筒井・奥野 瀧内村 市外幸畑 寺町・消防組

人形名称 曽我の對面 御五所五郎 犬飼信乃現八 虎若丸 曽我五郎 渡邊綱鬼人退治 時平公、梅王丸、松王丸、桜丸

　 形体・大きさ 高さ七尺巾六尺 高さ八尺巾七尺 高さ八尺巾七尺 高さ六尺巾七尺 高さ七尺巾四尺 高さ八尺巾九尺 高さ八尺巾九尺

東奥日報　８月２３日

1926 町名・団体 對馬円太郎青森日報 榮林署 一印運送店 東奥日報 筒井木材喜四蔵 内國通運青森支社 青森運輸會社 水道工場 安方町・倉光重次郎 新安方町臨港倉庫 大野青年團 松森町青年團 榮町松森通大川直太郎

大正１５年 人形名称 法界坊 扇谷熊谷 犬塚信乃犬飼現八 小野川喜三郎猫退治 曽我兄弟 渡邊綱と小百合 兒雷也と綱手 大國主命 九天玄女 鎭西八郎と喜平治 日吉丸と蜂須賀小六 俵藤太重里ムカデ退治 ダルマ大師

形体・大きさ 高さ十尺五寸巾八尺五寸 高さ十尺五寸巾八尺 高さ十尺巾八尺 高さ八尺巾七尺 高さ六尺五寸巾五尺八寸 高さ七尺巾七尺 高さ六尺巾五尺八寸 高さ七尺巾五尺 高さ七尺五寸巾七尺 高さ七尺巾七尺 高さ八尺巾八尺 高さ八尺巾五尺 高さ六尺巾五尺

東奥日報　８月１２日 東奥日報　８月４日

町名・団体 荒川村上野青年團 相馬町青年團 蜆貝町魚市塲長内丁持 濱田葛西甚四郎

人形名称 自雷也 龍宮姫と浦島太郎 惡七兵衛景清と三條谷四郎國俊 兒島高徳

形体・大きさ 高さ七尺巾五尺 高さ七尺巾六尺 高さ六尺巾七尺 高さ七尺巾五尺

1927 町名・団体 青森日報社 筒井村濱田青年團 筒井村成田由雄 蜆貝魚市塲木下清次郎 青森報知新聞社 桐花町・照沼春吉 沖館・石島惣吉 安方町・竹浪千代作 瀧内村浪館・倉内與市 青森毎日新聞社 古川町千刈・成田甚七 浪打・鹿内友一 駒込青年團

昭和２年 人形名称 鬼若丸 惡七兵衛景清 魚羅觀音 大館五郎輝綱白拍子櫻子 曾我五郎朝比奈三郎 福助 大黒 渡邊綱羅城童兒 松前鐵之助 羅生門渡邊綱と鬼 牛若辧慶 鎌倉一代記佐々木高綱 曾我兄弟

　 形体・大きさ

町名・団体 新安方町・工藤清十郎 青森新聞社 浪打・水谷未太郎 濱館青年團 沖館小濱少年團 浦町橋本・山川宇一郎 沖館澤田・三國東吉 大野村・高坂平次郎 大野青年分團 筒井少年團 浦町野脇・納家酉之助 長島二野宮安太郎 沖館・三ツ橋牛之助

人形名称 連獅子 鬼若丸鯉退治 安倍宗任 楠正成 鬼若丸 鬼若丸 曾我五郎ト御所五郎丸 熊谷直實と敦盛 闘犬闘兵衛 小野川喜三郎 菅原傳授梅王丸 熊谷と敦盛 浦嶋太郎亀に乗込

形体・大きさ

　 町名・団体 新田・佐々木作太郎 新安方町臨港倉庫 油川で１７台

人形名称 坂上田村麿呂 不明

　 　 東奥日報　８月４日

1928 町名・団体 安方町合同運送店 安方町林兼艀部 沖舘干刈・櫻庭榮蔵 青森榮林署森林鐵道 大野村片岡・佐藤雄蔵 大野村大野・原子潔 沖舘干刈・北川平作 古茶屋町・鹿内友一 寺町青森印刷會社 新濱町磯野回漕店 古川・小山内健三 長嶋・白取種吉 浪打大湊木材會社

昭和３年 人形名称 御所の五郎丸と曽我五郎 九絞龍と魯智深 兒雷也と富貴太郎 五條橋牛若丸 加藤清正虎退治 村上彦四郎義輝 扇燈籠 鬼一法眼三略塲 淺香恵之助と鳥追お駒 三浦之助時姫 曾我十郎と五郎 曾我十郎と五郎 矢之根五郎

形体・大きさ 修羅八荒

　 　  東奥日報　８月２１日

町名・団体 米町青森新聞社 新安方町青樺運送會社 大野・山上三九郎 大野安田・須藤平内 青森報知新聞社 安方町・柿崎源蔵 新安方町青運會社艀方 青森驛構内青森倉庫 新安方町青森臨港倉庫 松森町・盛岡永太郎 長島・佐々木松藏 浪打大東會社 濱町大組

人形名称 牛若丸と辧慶 紅葉狩 荒木又右衛門 幡随院長兵衛 日本武尊 龍にお萬 忠信と静御前 曽我五郎 毘沙門天其子多内丸 素戔鳴尊大蛇退治 角積千兩箱 小野川喜三郎 和藤内紅流

形体・大きさ

町名・団体 蜆貝町魚市塲中村徳三郎 浪館青年團 古川町横山方漁行商組合 古川町・木下定四郎 浦町合同運送會社 浦町驛前浦町運送組合 筒井町・奥野角田清 市外幸畑 　 　全３９台出陣 　 　 　

人形名称 辧慶牛若丸 森蘭丸 奈須の與一 小曾根小鐵と與七 菅原傳授手習鑑 狐忠信 松王丸 松永大膳 　 　 　 　 　

形体・大きさ

油川 町名・団体 羽白 館町 館町 寺町 新井田 横町 十三森 茶屋町

人形名称 荒木又右衛門 鎌倉權五郎 福助 塙團右工門 鳴神八郎 桃太郎 熊谷直實 加藤清正

形体・大きさ

1929 町名・団体 朝日新聞青森販売所 米町啓明社 荒川成年團 大野・高坂専十郎 荒川成年團金澤分團 大野・木村伴次郎 　全３３台出陣 　 　 　 　

昭和４年 人形名称 天の岩戸 八犬傳 森蘭丸 山中源之丞と三日月佐吉 五所五郎丸と曽我五郎 和藤内 　 　 　 　

形体・大きさ 高さ八尺巾七尺 高さ八尺巾六尺 高さ八尺巾六尺五寸 高さ七尺五寸巾四尺 高さ六尺五寸巾六尺

1930 町名・団体 大野・原子潔 油川中濱町少年團 油川新井田少年團 油川傳馬少年團 油川下町少年團 戸山青年團 油川・舘田勤 浦町・羽賀勝雄 浦町・三上幸吉 新安方町・細谷末五郎 油川下濱町少年團 浦町・中村菊蔵 油川少年團

昭和５年 人形名称 曾我五郎と五所五郎丸 恵比須 鍋島侯 布袋和尚 恵比須 眞田大助 天狗 陣屋熊谷 お船頓兵衛 皆鶴姫と牛若丸 大黒天 近藤勇 日蓮



形体・大きさ 相馬

町名・団体 古川千刈・木下定四郎 沖館・松本正雄 浦町・甲谷清助 榮町青年團 長島・澤田正義 油川茶屋町少年團 新安方町・竹浪千代作 古茶屋町・木村由太郎 濱町・沼田磯吉 　全５０台出陣

人形名称 長田太郎と白拍子松子 鬼若丸 大森彦七鬼退治 更科姫と平維盛 熊谷直實と無官太夫敦盛 キユウピー 犬塚信乃同現八ノ像 小野川喜三郎猫退治 平賀源信馬塲民部

形体・大きさ

1931 町名・団体

昭和６年 人形名称

1932 町名・団体 旭町青年団 大野村青年団 浪打・栄町青年団 大野村 栄町青年団 啓明社 浦町・野脇 大野村細越 大野村安田 造道・澤田 浦町・橋本左官組合 大野村長島青年団有志 浦町・橋本

昭和７年 人形名称 桃太郎鬼退治 四車大八 像紅葉狩の場 森蘭丸 牛若丸と弁慶 稲川と千田川 恵比寿 九橋忠弥 平兼隆と加藤景廉 日蓮聖人御法難 牛若丸と弁慶 安宅関弁慶 日本武尊熊襲征服

　 製作者・賞等 千葉作太郎 柴田吉五郎

町名・団体 滝内村三内 腹別村平新田 沖館・藤田鉄道倉庫若者 大野村片岡青年団 古川・合同運送組 八重田青年団 浦町・野脇少年団 長島・運送業有志 長島仲町 長島嘉重町 安方町 長島 造道・澤田青年団

人形名称 近藤勇 堀部安兵衛 渡辺綱鬼退治 大谷古猪ノ助 為朝及際の喜平冶 那須の與一 為朝と喜平冶 安倍宗任・定任 桃太郎鬼征伐 平忠盛と海坊主 當麻蹴速野見宿彌 鹿二頭 長谷川與五左衛門と按摩彦六

製作者・賞等 成田清助 北川

町名・団体 筒井村 筒井村 造道・浪打 荒川村野木青年団 　全３３台出陣

人形名称 熊谷直實 日本武尊熊襲 犬塚信乃と犬飼玄八 關小平太

製作者・賞等

1933 町名・団体 旭町青年団 不明 不明 不明 ３８台出陣　 　

昭和８年 人形名称 曾我五郎 お舟、頓兵衛 堀部安兵衛高田馬場 大森彦七と千早姫

製作者・賞等 相馬

1934 町名・団体 本町 　全２０数台出陣

昭和９年 人形名称 牛若丸と辨慶

形体・大きさ

1935 町名・団体 荒川金濱青年團 濱館青年分團 大野村青年團 幸畑青年團 奥野・三上俊雄 榮町青年支團 北金澤青年支團 長島仲町・溝江太平 浪打・浪岡友春 油川・永井作次郎 油川・館田由吉 寺町有志 瀧内村浪舘青年團

昭和１０年 人形名称 曾我五郎御所五郎丸 御所五郎丸 加藤清正虎退治 濡髪長五郎駒長吉 石川五右衛門 五郎と御所五郎丸 大森彦七と千早姫 小野川喜三郎猫退治 曾我五郎と御所五郎丸 ビーロー 石田三成 勸進帳富樫左衛門と武蔵坊辨慶 元禄小萬菊地權太

形体・大きさ

町名・団体 蜆貝・木下平内 野脇青年團 油川・八木橋甚六 荒川青年団 　全３１台出陣

人形名称 阿部貞任 津田近江守助直 ダン吉と土人 横綱玉錦と露拂い鏡岩

形体・大きさ

1936 町名・団体 青森市青年救護團 榮町青年團 大湊木材會社 荒川村八ッ役青年分團 浦町共道會 濱館村戸山青年分團 荒川村・木村金次郎 筒井村・成田義雄 堤町沼田商会 東青電氣株式會社 淺虫・三浦文藏 油川北洋工船會 浪打吉崎清蔵

昭和１１年 人形名称 和藤内虎退治 牛若、辨慶五條の橋 曽我五郎と御所五郎丸 曾我五郎と御所五郎丸 曾我五郎時致と御所五郎丸 琵琶法師取押への塲 梅王丸、松王丸、櫻丸 森蘭丸 義經辨慶の圖 電球宣傳廣告 渡邊綱 源頼光 日本武尊と熊襲

8/20-8/23 製作者 稲田千代吉

 ねぶた奨励賞 努力賞 一等・東奥日報　8月24日 五等

町名・団体 大野村・奥崎惣之進 新安方町・柿崎源三 濱館村松森・小泉久之進  浦町野脇・三橋長吉 北金澤青年團 高田村青年團 浦町野脇・岡本鉞市 油川少年團 油川寺中條少年團 荒川村金濱青年團 奥内村西田澤少年團 榮町青森手工社 原別村諏訪ノ澤青年團

人形名称 塙團右衛門と溝口半之丞 桃太郎鬼退治 忠臣釜足入鹿を誅す 楠公親子 お舟頓兵衛 爲朝と喜平次 牛若丸と天狗 武田信玄 大和藤麿 平是重紅葉狩 母里太兵衛 京美人 濡髪長五郎と放駒長吉

ねぶた奨励賞 二等 四等 北川金三郎 努力賞 努力賞

町名・団体 松森町・加瀬春重 浦町野脇少年團 　 油川羽白少年團 油川朝日團 油川下濱少年團 油川中館少年團 油川館町下少年團 大野村細越・木村直英 新安方町林蒹艀部 沖舘篠田・敦賀淺吉 淺虫青年團 淺虫大工組合

人形名称 勸進帳 山田眞龍軒と荒木又右門 　 渡邊市兵衛 面比源之助 金魚 大和田右近 テンプルちゃん 南海丸大八郎と梵天丸五郎 森蘭丸と安田作兵衛 森蘭丸 村上義光 濡髪長五郎

ねぶた奨励賞 努力賞 　 努力賞

町名・団体 油川上館町少年團 油川十三森少年團 油川横町少年團 堤町・北川本造 造道千葉傳罐詰工塲 新濱町磯野艀部 荒川青年團 新蜆貝町・里村誠助 片岡青年團 浦町橋本・三上幸吉 筒井村奥野少年團 筒井村奥野・佐藤正治 造道浪打・根市五郎

人形名称 鎭西八郎爲朝 金時と鯉 鯉の瀧上り 義經、辨慶一の谷 日本武尊と熊襲 宮城野、信夫姉妹 沖津の富蔵とお妙 稻荷山明神 赤垣源蔵 九紋龍魯智深 鬼若丸 助六と揚巻 日本武尊熊襲征伐

ねぶた奨励賞 三等 努力賞

町名・団体 油川上十三森少年團 古茶屋町・小山内喜世吉 油川新井田少年團

人形名称 近藤勇 村上義光錦旗奪還の塲 大黒様

ねぶた奨励賞 努力賞

1937 町名・団体

昭和１２年 人形名称

ⅼ
1943 町名・団体

昭和１８年 人形名称

1944 町名・団体 消防第三分団一班に組・大町 東古川町會能地組 長島緑町々會 北片岡町會 油川町穂積作業隊 奥内村西田澤青年團 東奥日報 縣造船浪打工場 寺町 鍛冶町 小湊町青年會 長島二部 海軍作業所

昭和１９年 人形名称 桃太郎鬼退治 巴御前 不明 不明 不明 不明 桃太郎のルーズベルト退治 曾我五郎、御所五郎丸 不明 不明 不明 不明 扇

8/4-8/7 製作者 稲田千代吉 千葉作太郎? 北川金三郎

 賞等 二等賞 一等賞

町名・団体 米町 縣造船八重田工場 　全１８台出陣

人形名称 不明 元寇の役 青森市内１１組

製作者 　
　 　

署管内町村七組

賞等 四等賞

1945 町名・団体

昭和２０年 人形名称

　　　　　日華事変～太平洋戦争のためこの間自粛

　　　　　　　　不明　　２０数台出陣　

　　　　　　　　不明　

　　　　　空襲による壊滅的な被害のため中止



1946 町名・団体 沖舘・三浦勝蔵 長崎南町・八木橋嘉三郎 筒井村少年団 荒川青年団 油川・青工樫桜会 北金澤町・高松由五郎

昭和２１年 人形名称 三保の松原 辨天小僧 草摺引 岩見重太郎 鯛に乗った恵比須様 不明

製作者 千葉作太郎 北川金三郎

賞等 東奥日報　８月２日 　 　

1947 町名・団体 荒川青年團 上野青年團 第二消防 安田青年團 筒井青年團 熊地組 不明

昭和２２年 人形名称 羅生門渡辺綱 鬼姫と桃太郎 不明 不明 不明 不明 源義経(エビス様)

8/20-8/22 製作者 不明 不明 不明 不明

戦災復興港祭り 賞等 一等 二等 佳作 佳作 佳作 佳作 　

　 町名・団体 日通 不明 　３６台出陣

人形名称 曾我五郎と御所五郎丸 上杉謙信(曲馬師)

製作者 稲田千代吉

賞等 　

1948 町名・団体 新安片町・千葉繁蔵(魚河岸) 荒川村・中村忠雄 大野村細越青年團 大町・に組・武田嘉兵衛 青森駅前青年團 蜆貝町・秋田一郎 北片岡町田端牛乳店 日本通運青森支店 大野村・高坂元吉 縣造船鉄工所 熊地組 松原町会 古茶屋町

昭和２３年 人形名称 浦島太郎籠宮城 森蘭丸と安田作兵衛 巴御前と畠山重忠 鳴神上人と絶馬姫 大森彦七と千早姫 恵比須様 水滸伝 五所五郎丸と曾我五郎 富士の誉 渡辺綱と鬼 曾我五郎・朝比奈三郎 不明 村上義輝

8/5-8/11 製作者 北川金三郎？ 川村伯鳳？ 織田智一？ 稲田千代吉 千葉作太郎

市制50周年賞等 入選 入選 入選 入選 入選 入選 入選 入選 入選 入選 特選

港まつり 町名・団体 不明 　約７０台出陣 　 　

人形名称 關の扉 　

製作者

賞等

1949 町名・団体 仲三上町 筒井村奥野 荒川村 長島南町 大野村 新安方町会 浦町橋本町会 松森町 古川千刈 駅前通り 青森鉄道郵便局 日本通運青森支店 新安片町・千葉繁蔵(魚河岸)

昭和２４年 人形名称 曾我五郎と御所の五郎丸 山中鹿之助 加藤清正と猛虎 巴御前 竜神と百獣王 渡辺綱と茨木童子 天人羽衣 茨木 佐々木高綱宇治川の先陣 鎭西八郎爲朝 不明 不明 茨木

7/26-8/1 製作者 稲田屋千代吉 千葉作太郎 織田竹容 柿崎健太郎 稲田千代吉 不明

 賞等 入賞・海上運行 入賞・海上運行 入賞・海上運行 入賞・海上運行 入賞・海上運行 入賞・海上運行 入賞・海上運行 入賞・海上運行 入賞・海上運行 入賞・海上運行 　 入賞

町名・団体 熊地組 不明  

人形名称 鯉若丸 塚原卜傳 　

製作者 千葉作太郎 努力賞

賞等 努力賞 塚原卜傳ほか六点

1950 町名・団体 大町消防・伊藤志郎(に組) 大町・佐藤義男 新安片町・千葉繁蔵(魚河岸) 長島南町・一戸義雄 荒川村・川村彌五郎 浦町橋本・米沢貞輔 浦町橋本・浅利力蔵 造道浪打・藤田亮三 北金沢・船水石蔵 橋本・平井源一 松原町・成田武男 古川千苅・能登谷健吉 大野青年団・対馬三也

昭和２５年 人形名称 桃太郎鬼退治 大亀と猩々 魯智深九紋竜 九紋竜 富士の誉れ 川中島 大石橋獅子の子試し(連獅子) 義経と平敦盛 大森彦七と千早姫 森蘭丸と安田作兵衛 新田義貞 森蘭丸と安田作兵衛 加藤清正虎退治

8/16-8/20 製作者 北川金三郎 北川金三郎 北川

青森港祭り 賞等 優秀・海上運行 優秀 優秀・海上運行 優良 優良 優良 優良 優良 優良 優良 優良 優良 優良

町名・団体 原別村・小笠原重男 造道沢田・木村義一郎 滝内村・倉内精一 沖舘小浜・柿崎源吉 柳町熊地組・熊地要次郎 昭和町・横山熊三郎 長島仲町・勝又清治 栄町・渡辺光蔵 原別村諏訪沢青年団・豊川勇逸 野内村・竹本武雄 滝内村・佐藤幸四郎 筒井少年団 筒井少年団

人形名称 安田作兵衛と森蘭丸 羅生門において手を切る＝渡辺綱と頼光 前田隼人と小早川隆景 曾我十郎五郎兄弟 日本武尊梟師を誅す 静御前と忠信 熊谷次郎直実 辨慶と義経 新田義貞 金時鬼退治 甲斐と安藝 魯智深と九紋龍 児雷也

製作者 千葉作太郎 佐藤伝蔵？

賞等 優良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 　

町名・団体 東北配電青森支店 日通青森支店 郵便局 電通共済会 油川・田中精米所 全部で３７台出陣

人形名称 壇之浦合戦 不明 不明 川中島之合戦 中大兄皇子と入鹿 青森市内２２台

製作者 川村伯鳳 稲田千代吉 柿崎健太郎 北川金三郎 　 各村から６台

賞等 　 　 　　 　 　 油川町９台

1951 町名・団体 魚市場一水会(魚河岸) 長島仲町 消防第三分団一班に組・大町 浅利左官工業 石江村 青森電信局 三内青年団 長島南町 南栄町有志 日本通運青森支店 古川公益魚菜市場 古川青年会 横内青年団

昭和２６年 人形名称 牛若丸と弁慶 斉藤別当と手塚 曽我の五郎と御所の五郎丸 梅王松王桜丸車引の場 弁慶の怪力 渡辺綱の鬼退治 曽我の五郎と五郎丸 勧進帳 め組の喧嘩 鍾鬼と辨財天 平和の誓　工ビス大黒腕相撲 宮本武蔵と佐々木小次郎 茨木童子と渡辺綱

8/5-8/9 製作者 北川金三郎 稲田千代吉 稲田千代吉 柴田吉五郎 不明 稲田千代吉 北川金三郎 千葉作太郎 浪岡正春 北川金三郎 北川金三郎 不明 北川金三郎

青森港祭り 賞等 優秀 優秀 優秀 優良 優良 優良 優良 優良 優良 優良 優良 優良 優良

町名・団体 荒川新町青年団 北片岡青年団 筒井青年団 東奥日報社 戸山青年団 西上古川青年会 古茶屋町有志 三上町有志 沖館青年団 沖館本町 オデオン座 蜆貝 船水印刷

人形名称 村上四郎義輝 曽我の五郎と御所の五郎丸 田村麿将軍蝦夷征伐 熊谷直実と平教盛 錦の御旗 宮本武蔵と佐々木小次郎 不明 鬼若丸 曽我の五郎と御所の五郎丸 自雷也乱闘の場 隊長ブリーバ 渡辺綱と鬼退治 紅蓮菩薩

製作者 不明 不明 川村伯鳳 安田？織田竹容？ 稲田千代吉 不明 浪岡正春 不明 柿崎常作 不明 不明 稲田千代吉 不明

賞等 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良・海上運行 佳良 佳良 踊子賞 　 　 　 　

町名・団体 松森消防団 郵便局 　 市内　２２

人形名称 紫頭巾 不明 　 油川　　９ 計　３７台出陣

製作者 不明 柿崎健太郎 　 新城・浜館・筒井

賞等 　 　 横内・荒川で　６　 　 　

1952 町名・団体 魚市場青年会・一水会 電気通信省 古茶屋町会 日本通運青森支店 青森郵便局労組支部 消防第三分団一班に組・大町 上三上町有志 東奥日報社 消防第二分団三班 青森鉄道管理局 消防第一分団二班 沖館ニコニコ子供会 浅利左官工業所

昭和２７年 人形名称 為朝と喜平治 曾我五郎と御所五郎丸 鬼一法眼と牛若丸 渡辺綱鬼退治 静の舞 加藤清正虎退治 桃太郎鬼征伐 朝比奈の鎧引 勧進帳 孫悟空　金角と沙悟浄 護良親王 金太郎 狐忠信と静御前

8/3-8/7 製作者 北川金三郎 稲田千代吉 織田竹容 北川金三郎 柿崎健太郎 稲田千代吉 北川金三郎 柴田吉五郎 柴田吉五郎 稲田千代吉 不明 不明 柴田吉五郎

青森港祭り 賞等 優秀 優秀 優良 優良 優良 優良 優良 優良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良

 形体・大きさ 高一間半・長一間半・巾一間 高一間半長一間半巾一間

 町名・団体 東漁業部 蜆貝青年団有志 熊地組 南栄町青年団 消防第三分団四班・野脇　 筒井少(青)年団 駒込青年団 荒川青年団 小三内少年団 千刈少年団 造道同志会 扇田少年有志 弘前ねぷた会

熊谷直実と敦盛（愛馬の舞）

不明

不明

静御前と狐武士(狐忠信)

由良之介とかおる(紺屋高尾)

大野青年團横内青年團

牛若丸と辨慶(藤波園長と娘)

三等 三等

不明

曾我兄弟(弥次喜多道中)

丁未団(寺町・仲町・茶屋町)、一心団(舘町)等

油川で青年団が中心となり２７台

()内は規制による修正・改題後の名称



人形名称 富士の誉 曾我五郎 蘭丸奮戦の場 曾我五郎と朝比奈三郎 大森彦七と千早姫 山名館の血闘 曽我の五郎と御所の五郎丸 四ツ車大八とめ組の辰五郎 水野十郎と幡随院長兵衛 不明 那須の与一 扇燈籠 扇燈籠・三国志

製作者 北川金三郎 不明 千葉作太郎 浪岡正春 北川金三郎 不明 不明 田崎一郎 不明 不明 不明 不明 竹森節堂

賞等 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 努力賞 努力賞 努力賞 努力賞 努力賞 　 見送りの白縫姫の図と水面上の桜の木

町名・団体 松森青年団 松森青年団 東宝劇場 青年会議所？

人形名称 毛利元就と琵琶法師 村上義光 扇・喧嘩安兵衛 扇・開港の恩人森山翁 強風の為

製作者 今の青森港を見るの図 海上運行中止

賞等

1952 町名・団体 飛島少年クラブ 西田沢青年団 夏井田青年団 十三森少年クラブ 十三森青年団 伝馬青年団 錦町少年団 錦町青年団 下町少年団 下町青年団 十五個位運行

昭和２７年 人形名称 浦島太郎 渡辺綱 桃太郎の鬼退治 日吉丸 村上義光錦旗奪還 為朝鷲退治 曽我五郎 宮本武蔵と佐々木小次郎 扇 岩見重太郎のヒヒ退治

油川8/25-? 製作者 三上祐二 三上祐二 三上祐二

 賞等 　 　 　

1953 町名・団体 青森魚市場青年団 大洋漁業 青森木材青年団 東奥日報 日本通運青森支店 電通共済会青森支部 消防第三分団三班・博労町 須藤ポンプ 熊地組 東青建設協会 消防第三分団二班は組・浦町 荒川青年団 消防第七分団二班

昭和２８年 人形名称 桃太郎鬼退治 瀬田橋上の秀卿滝女を救う 宇治川の先陣 曾我五郎と御所五郎丸 九紋龍と魯智深 里見八犬伝・芳流閣上の戦い 曾我五郎朝比奈の鎧引 め組の辰五郎と横車大八 小野川喜三郎猫退治 曾我五郎朝比奈三郎力比べ 恵比須大黒船あそび 茨木童子と渡辺綱 弁慶と静御前

8/12-8/16 製作者 北川金三郎 北川啓三 織田竹容 稲田千代吉 北川金三郎 稲田千代吉 稲田千代吉 須藤光二 千葉作太郎 柴田吉五郎 稲田千代吉 不明 稲田千代吉

青森港祭り 賞等 優秀・海上運行 優秀・海上運行 優秀・海上運行 優秀・海上運行 優秀・海上運行 優良・海上運行 優良・海上運行 優良・海上運行 優良・海上運行 優良・海上運行 優良・海上運行 佳良 佳良

　 町名・団体 大谷耕作(沖館篠田町会) 沖館篠田町会 浜舘村消防団 昭和町維持会 南栄町青年団 消防第三分団一班に組・大町 横内村青年団 秋田重蔵 青森平和会 橋本青年団 青森マルハ 青森駅の正面玄関の上

人形名称 花咲爺さん 金魚 大森彦七と千早姫 富士の誉 義経一ノ谷合戦 布袋と弁財天 箕輪城の合戦 羅生門 平和のハト乱舞の図 曾我五郎時致と遊君の亀鶴 俵藤太のムカデ退治 宇治川の先陣争い 大人・子供

製作者 不明 不明 不明 不明 不明 に組若者一同 不明 不明 不明 不明 不明 合せて４０組

賞等 佳良 　 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 高十七尺・幅四間

子供ねぶた 町名・団体 石江有志少年 新田少年有志 浜町少年団 三内少年団 沖舘少年団 沖舘少年有志 浦町羽衣少年団 青森観光協会 東上古川少年有志 仲町子ども友の会 第二沖館少年団 筒井少年団 筒井少年団

人形名称 怪童日吉丸 笹野権三郎 森蘭丸 自来也 横綱鏡里 牛若丸 戦国時 牽牛と織女 天鈿女命 猿蟹合戦 日本一の桃太郎 自来也と富貴太郎 有王丸と亀王丸

製作者 今克己

賞等 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた

1954 町名・団体 日本通運青森支店 熊地組 大洋漁業 五区社会福祉協議会 東奥日報社 東北電力青森支店 消防第二分団 消防第三分団二班は組・浦町 小倉魚店 電通共済会 消防第三分団 青森木材青年会 篠田町会

昭和２９年 人形名称 渡辺源次綱と茨木童子 藤原鎌足、曾我入鹿を誅刺 曾我五郎と御所五郎丸 桃太郎鬼退治 森蘭丸と安田作兵衛 大森彦七と千早姫 梅王松王桜丸車引きの場 羅生門 岩見重太郎狒々退治 犬飼源八猫退治 桃太郎鬼退治 湧昇水鯉滝鯉つかみの場 浦島太郎

8/1-8/5 製作者 北川金三郎 千葉作太郎 北川金三郎 織田竹容 成田清助 北川金三郎 柴田吉五郎 稲田千代吉 佐藤伝蔵 山口十郎 稲田千代吉 稲田千代吉 高杉

青森港祭り 賞等 優秀・海上・運行妙味優秀 優秀・海上運行 優秀・海上・運行妙味優秀 優秀・海上・運行妙味優秀 優秀・海上運行 優秀 優秀 優良・海上運行 優良・海上運行 優良・海上運行 優良・海上運行 優良・海上運行 優良

 町名・団体 栄町・三陸炭鉱 須藤ポンプ 野内青年団 大野青年団 古茶屋町若者組 浦町・理容研究会・島田為時 荒川青年団 南栄町青年会・小笠原光雄 笹ガラス会社 東宝映画 塩町・歌舞伎座 沖館有志 南群女鹿沢村

人形名称 羽衣 新門辰五郎と暴れ馬を止める 曾我五郎 和唐内猛虎を征す 新門辰五郎と四ツ車大八 宝船 忠臣蔵兜改めの場 小野川喜三郎怪描退治 村上義輝 鞍馬天狗疾風八百八丁 ジヤングルの決死行 加藤清正虎退治 素戔嗚尊大蛇退治

製作者 北川 織田竹容 不明 不明 浪岡正春 不明 不明 浪岡正春 不明 不明 不明 不明 不明

賞等 佳良・海上運行 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 努力賞 努力賞 努力賞 特別感謝状

町名・団体 青森観光協会 浅虫青年団

人形名称 鬼若丸 曾我兄弟工藤祐経討ち入りの場 ４０数台出陣

製作者 柴田吉五郎 不明

賞等 　 　

子供ねぶた 町名・団体 栄町少年組 沖館 仲三上町・須藤繁美 新城石江少年団 米町・湊谷喜一  

６０台出陣 人形名称 浦島太郎と籠宮城 福助 曾我の五郎 後藤又兵衛 加藤清正虎退治  

製作者・賞等 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた 子供ねぶた

1955 町名・団体 青森木材青年会 浅利左官工業 青森魚市場青年会 北片岡青年会 熊地組 消防第三分団二班は組・浦町 東北電力青森支店 消防第三分団一班に組・大町 日本通運青森支店 消防第二分団 東奥日報社 長島仲町町会・商工会 八甲町会

昭和３０年 人形名称 牛若丸と弁慶 源為朝と伊藤兄弟 曾我五郎と御所五郎丸小林朝比奈 坂田公時と源頼光 小鍛冶神霊と宗近 森蘭丸と安田作兵衛 水滸伝・九紋龍と花和尚 お舟頓兵衛矢口の渡 牛若丸と辨慶 曽我兄弟富士の誉 坂田公時鬼退治 塙団右衛門と溝口半之丞 曽我五郎と御所五郎丸

8/3-8/7 製作者 佐藤伝蔵 織田竹容 北川金三郎 佐藤伝蔵 千葉作太郎 柴田吉五郎 北川金三郎 北川金三郎 北川金三郎 柴田吉五郎 成田清助 織田竹容 千葉作太郎

青森港祭り 賞等 優秀 優秀・海上運行・運行賞 優秀・海上運行・運行賞 優秀・海上運行 優秀・海上運行 優秀・海上運行 優秀・海上運行・運行賞 優秀・海上運行 優秀・海上運行 優良 優良・海上運行 優良 優良

 町名・団体 青森郵便局 後潟青年団 昭和町会 須藤自動車塗装工場 高田青年団 南栄町青年会 電通共済会 塩町・歌舞伎座 青森観光協会 青森駅正面

人形名称 本能寺の変 犬塚信乃と犬塚源八 巴御前と武蔵三郎左衛門 牛若丸と烏天狗 大森彦七と千早姫 武蔵と小次郎 桃太郎の鬼退治 銀の盃 曽我五郎と御所五郎丸 壇の浦・義経八艘飛

製作者 稲田千代吉 不明 織田竹容 須藤光二 川村弥五郎 浪岡正春 稲田千代吉 不明 柴田吉五郎 幅：6間、高：2間

賞等 優良 佳良 佳良 佳良 佳良 佳良 　 　 　 奥行：2間

子供ねぶた 町名・団体 戸山少年団 筒井少年団 筒井少年団 堤町少年団 米町子供会 小柳少年組 蛯名庸一 阿部勝男 奥野少年団 大福町少年団・尾崎春吉 中三上町一班少年団 篠田町ニコニコ子供会 沖館中通り少年団

８７台出陣人形名称 龍若丸 桃太郎鬼退治 金太郎 森蘭丸と豪傑作兵衛 司馬遷公 五所の五郎丸と曽我五郎 畠山重忠巴御前一騎打 奴さん 平惟茂と戸隠の魔女 曽我の五郎 曽我五郎 フルート遊覧飛行 花さかじじい

製作者・賞等 大賞 大賞 大賞 大賞 大賞 大賞 大賞 大賞 大賞 大賞 賞 賞 賞

町名・団体 柿崎長和 松森少年団 石江少年団 上八ツ役住宅少年団 沖館少年ネブタ会 秋山伴作、奥崎欽巳 佐藤洋三 村田貞衛 南町子供会 浦町第一町会青少年会 中林藤太郎 三上絃 新城石江部落少年国

人形名称 曽我五郎と五所の五郎丸 里見八犬伝 夜叉不動変化 森蘭丸 坂田金時 塚原小太郎 忍術自雷也 曽我五郎と五所の五郎丸 猿飛佐助 坂田金時　鬼退治 桃太郎鬼退治 弁慶 不明・十余台

製作者・賞等 賞 賞 賞 賞 賞 賞 賞 賞 賞 賞 賞 賞

1956 町名・団体 青森木材青年会 駅前海産物商協組 東奥日報社 日本通運青森支店 電々公社 消防第三分団一班に組・大町 国鉄施設連合会 東北電力 青森繊維同業会 消防第三分団二班は組・浦町 八甲町町内会 青森小売酒販組合 第二消防組

昭和３１年 人形名称 渡辺の綱 戦国武士華 源三位頼政ぬえ退治 大森彦七と千早姫 忠臣蔵・松之廊下刃傷の場 仙台萩床下の場 弓張月物語 御所の五郎丸と曽我の五郎 連獅子 牛若丸と弁慶 勧進帳 御所の五郎丸と曾我五郎 九紋龍と魯智深

8/3-8/7 製作者 北川啓三 織田竹容 秋田覚四郎 北川啓三 柴田吉五郎 秋田覚四郎 織田竹容 北川金三郎 柴田吉五郎 柴田吉五郎 千葉作太郎 稲田千代吉 柴田吉五郎

青森港祭り 賞等 優秀・海上運行 優秀・海上運行 優秀・海上運行 優秀・海上運行 優秀・海上運行 優秀・海上運行 優秀・海上運行・運行賞 優秀・海上運行・運行賞 優良 優良 優良・運行賞 優良 優良・海上運行

 町名・団体 沖館第三区青年部 須藤ポンプ 浪館青年団 浜田青年団

人形名称 曾我五郎と五所五郎丸 鬼若丸の鯉退治 曽我兄弟富士の誉 坂田金時鬼退治



製作者 不明 須藤光二 不明 不明

賞等 佳良 佳良 佳良 佳良

子供ねぶた 町名・団体 上古川少年団 子供ネブタ審査

人形名称 鬼若丸 大賞・九台

製作者・賞等 大賞

1957 町名・団体 東北電力 青森木材青壮年会 東奥日報社 電々公社 消防第二分団 消防第三分団一班に組・大町 日本通運青森支店 魚市場青年会 新田青年団 消防第三分団二班は組・浦町 古川魚菜市場 荒川消防団第六分団 大野青年団

昭和３２年 人形名称 勧進帳 素戔嗚尊と八頭の大蛇退治 本能寺織田信長の奮戦 宇治川の先陣争い 小野川喜三郎の化猫退治 鎌ひげ 桃太郎の鬼退治 坂上田村麿鬼退治の場 曾我五郎と五所五郎丸 熊谷次郎直実と平敦盛 勧進帳 為朝の鷲退治 浦島太郎

8/3-8/7 製作者 北川金三郎 秋田覚四郎 秋田覚四郎 柴田吉五郎 柴田吉五郎 秋田覚四郎 北川啓三 織田竹容 不明 織田竹容 織田竹容 不明 不明

青森港祭り 賞 特賞 優秀 優秀 優秀 優秀 優秀 優秀 優良 優良 優良 優良 優良 佳良

大きさ等 巾二十七尺 高十八尺 高十七尺 高十七尺巾二十七尺 巾二十八尺 　 　 巾二十七尺 　 高十五尺巾二十六尺 巾二十六尺 　 　

子供ねぶた 町名・団体 山田町少年有志 相馬町少年団 南三上町少年団 昭和町少年自治会 長島こども会 荒川三区少年団 駒込少年団 森紅園こども会 米町こども会 昭和町少年団 こどもねぶた三十五組 　 入賞ネブタ十組

　 人形名称 関ケ原の戦 牛若丸と弁慶 恵比須様 名古屋城 鯉若丸の鯉退治 少年宮本武蔵 牛若丸と熊坂長範 森蘭丸と安田作兵衛 赤胴鈴之助昇段試合の場 森蘭丸と安田作兵衛 入賞二十組 　 魚市場前から合浦公園まで

製作者・賞等 優秀 優秀 優秀 優秀 優秀 優秀 優秀 優秀 優秀 優秀 優秀十組のみ判明 　 海上運行　　

1958 町名・団体 魚市場青年会 大野青年団・原子光又 東奥日報社 古川・石郷岡与助 東北電力 日本通運青森支店 第二消防組 消防第三分団一班に組・大町 青森木材青壮年会 青湾信用金庫 荒川青年団 電電公社 北金沢町会

昭和３３年 人形名称 源為朝と紀平次 源義経ひよどり越 大森彦七と千早姫 牛若丸と熊坂長範 天の岩戸 曾我五郎と御所の五郎丸 忠臣蔵 渡辺綱　茨木童子 草薙剣 牛若丸と由利太郎 佐々木高綱 阿古屋　琴責の場 鳴門秘帖

8/3-8/7 製作者 北川啓三 織田竹容 北川啓三 佐藤利尚 北川啓三 北川啓三 柴田吉五郎 秋田覚四郎 秋田覚四郎 佐藤伝蔵 川村勝四郎 柴田吉五郎 千葉作太郎

市制６０周年 賞等 特賞(市長賞) 特賞(市長賞) 特賞(市長賞) 特賞(市長賞) 特賞・市長賞(海上運行) 特賞・市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

青森ねぶた祭り 町名・団体 篠田町会 浦町消防第三分団二班は組 西昭和町 新田青年団 青森看板業組合 金ヶ沢町会 青森市役所 横内青年団

　 人形名称 那須与一 梅王松王桜丸　車引の場 洞窟の頼朝と景時 一寸法師鬼退治 巌流島の決闘 那須与一 桜と小島高徳 九紋龍 　 大人　２５台

製作者 不明 柴田吉五郎 不明 不明 千葉作太郎 不明 北川金三郎 不明 　 子供　４３台

賞等 市長賞 市長賞 市長賞 観光協会賞 観光協会賞 観光協会賞 市長賞

1959 町名・団体 青森木材青壮年会 魚市場青年会 電電公社 太平住宅 博労町消防第三分団四班 第二消防組 東北電力 消防第三分団一班に組・大町 日本通運青森支店 長島・工藤与志恵 沖館・高坂市太郎 東昭和こども会

昭和３４年 人形名称 天の叢雲の剣 坂田金時 斎藤実盛、手塚光盛の奮戦 月張物語 俵藤太秀郷三上山ムカデ退治の場 稲荷明神と三条小鍛冶宗近 茨木(渡辺綱鬼退治) 源三位頼政猪早太ぬえ退治 五郎時到と朝比奈三郎 花咲爺花吹雪の場 岩見重太郎ヒヒ退治 大人　１１台 浦島太郎

8/3-8/7 製作者 秋田覚四郎 北川啓三 織田竹容 織田竹容 秋田覚四郎 千葉作太郎 北川啓三 秋田覚四郎 北川啓三 柴田吉五郎 不明 　

　 賞等 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 観光協会賞 　

1960 町名・団体 魚河岸 消防第二分団 東北電力 浦町消防第三分団二班は組 日本通運青森支店 長島町会 篠田町会 消防第三分団一班に組・大町 自衛隊 青森市役所 荒川横笛クラブ(青年団) 電電公社

昭和３５年 人形名称 鍾馗と鬼 義経千本桜伏見稲荷の場 碇知盛 里見八犬伝信乃現八 森蘭丸と安田作兵衛 鍋島仮猫退治の場 鞍馬山の牛若丸 日本誕生　国引 日蓮上人 茨木 怪描　佐賀の夜桜 不明 大人　１２台

8/3-8/7 製作者 北川啓三 千葉作太郎 北川啓三 柴田吉五郎 北川啓三 佐藤利尚 秋田覚四郎 秋田覚四郎 織田竹容 北川啓三 鹿内一生 不明 子供　４０台

　 賞等 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 会頭賞 会頭賞 会頭賞 観光協会賞 不明

1961 町名・団体 日本通運青森支店 消防第三分団一班に組・大町 消防第二分団 荒川青年団 魚河岸・丸水魚市場 電電公社 青森木材青壮年会 浦町は組消防第三分団二班 博労町消防第三分団三班 野脇消防第三分団四班 青森駅前魚菜市場 篠田町会 陸上自衛隊

昭和３６年 人形名称 源為朝と紀平治 曾我の五郎と工藤祐経 日本武尊の熊襲を討つ 政宗と村正 日本武尊熊襲征伐 曽我五郎と朝比奈三郎 宮本雷公土蜘蛛退治 本能寺の変 松前鉄之助と仁木弾正・先代萩 弁慶・五条橋 中大兄皇室子の曽我入鹿を誅す 頼光と酒呑童子 決戦川中島

8/3-8/7 製作者 北川啓三 秋田覚四郎 千葉作太郎 鹿内一生 北川啓三 北川啓三 秋田覚四郎 秋田覚四郎 秋田覚四郎 秋田覚四郎 千葉作太郎 不明 織田竹容

　 賞等 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞

　 町名・団体 青森市役所 青森ナショナル店会 荒川地区防犯協会 大野青年団 北片岡青年団 県庁

　 人形名称 仁田四郎と曽我十郎丸 仁田四郎富士の巻狩 伴壇右衛門と荒駒 畠山重忠と巴御前の奮戦の場 羅生門 坂上田村麿蝦夷征伐 大人　１９台

製作者 堀内北民 秋田覚四郎 織田竹容 織田竹容 佐藤伝蔵 北川啓三 全部市長賞
　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

1962 町名・団体 日本通運青森支店 魚河岸・丸水魚市場 北片岡青年団 消防第三分団四班・野脇 古川魚菜市場 小売酒販組合 自衛隊 青森市役所職員組合 青森木材青壮年会 荒川地区防犯協会 電電公社 県庁 篠田町会

昭和３７年 人形名称 村上義輝・吉野の関所 恵比須様と鯛 牛若丸と弁慶 那須の与一 平惟盛鬼女退治 猩々 加藤清正の虎退治 坂田の金時と鬼童丸 水滸伝・九紋龍史進と跳澗虎陳達 武蔵と小次郎 大森彦七と千早姫 桃太郎の鬼退治 天の叢雲の剣

8/3-8/7 製作者 北川啓三 北川啓三 佐藤伝蔵 秋田覚四郎 佐藤伝蔵 北川啓三 佐藤直市 堀内北民 秋田覚四郎 不明 北川啓三 北川啓三 秋田覚四郎

　 賞等 田村麿賞・市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

　 町名・団体 長島消防第二分団 消防第三分団一班に組・大町 西上古川町会 荒川青年団 子供ねぶた

　 人形名称 仁木彈正と伊達安芸 熊谷次郎直実と平敦盛 鍋島の怪猫退治 源三位頼政と猪早太もどりの出会い 不明

製作者 千葉作太郎 織田竹容 不明 鹿内勝男 北村兄弟

賞等 市長賞 市長賞 市長賞 大賞

1963 町名・団体 自衛隊 青森市役所職員組合 青森信用金庫 青森米穀卸小売一同 青森木材青壮年会 青湾信用金庫 荒川青年団 魚河岸 小田工務店 県庁 消防第二分団 東北電力 消防第三分団一班に組・大町

昭和３８年 人形名称 津軽為信公大垣城の奮戦 素戔男尊の大蛇退治 茨木童子と渡辺源氏綱 大江山 三国志　関羽と竜飛 南祖坊と八乃太郎決戦の場 戻橋 加藤清正 源三位頼政と猪早太 曽我物語由来 怪描佐賀の夜桜 巌流島の決斗 文覚上人荒行の場

8/3-8/7 製作者 佐藤直市 堀内北民 北川啓三 佐藤伝蔵 秋田覚四郎 佐藤伝蔵 鹿内勝男 北川啓三 小田正一 秋田覚四郎 千葉作太郎 北川啓三 秋田覚四郎

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞(海上運行) 田村麿賞・市長賞(海上運行) 市長賞

　 町名・団体 日本通運青森支店

　 人形名称 曽我兄弟　富士の誉

製作者 北川啓三

　 賞等 市長賞(海上運行)

1964 町名・団体 青森いすゞ自動車 板金組合 陸上自衛隊 青森市役所職員組合 大洋漁業 青森木材青壮年会 丸水魚市場(魚河岸) 小田工務店 青森県庁 国鉄 消防第三分団四班・野脇 東青信用金庫 東青農協協議会

昭和３９年 人形名称 連獅子 大森彦七と千早姫 元寇(河野通有之奮戦) 源頼光と酒天童子 豪弓鎮西八郎為朝 賤ヶ岳合戦、加藤清正と山路将監 玉藻之舞 里見八犬伝・荊隆閣の決闘 楠正行と高師直 富士の誉・曽我五郎と御所五郎丸 誉の彰義隊 強弓百合若大臣　別府兄弟を討つ 戻橋

8/3-8/7 製作者 北川啓三 北川啓三 佐藤直市 秋田覚四郎 北川啓三 秋田覚四郎 石谷進 小田正一 北川啓三 北川啓三 北川啓三 佐藤伝蔵 佐藤伝蔵

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

　 町名・団体 長島町会 消防第三分団一班に組・大町 日本通運青森支店



　 人形名称 花咲じじい 素戔嗚尊と八岐大蛇 平井保昌と袴垂保輔

製作者 佐藤利尚 鹿内一生 佐藤伝蔵

賞等 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞

1965 町名・団体 青森市役所職員組合 日本通運青森支店 篠田町・永沢興業 県庁 駒込町会・日立連合 小田工務店 国鉄 東青農協協議会 自衛隊青森駐屯部隊 消防第二分団 東北電力 青森木材青壮年会 消防第三分団一班に組・大町

昭和４０年 人形名称 九紋竜と花和尚 鳴神と岩永姫 宮本武蔵と阿厳 勧進帳 渡辺綱と茨木童子 清姫と父庄司日高川の場 八ノ太郎と南祖坊 土蜘蛛 羅生門 橋弁慶 綱館 本能寺　織田信長奮戦 三国志　呂布関羽奮闘の場

8/3-8/7 製作者 堀内北民 佐藤伝蔵 細川長三郎 北川啓三 佐藤伝蔵 小田正一 川村勝四郎 山内岩蔵 佐藤直市 千葉作太郎 北川啓三 秋田覚四郎 鹿内一生

　 賞等 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞 田村麿賞・市長賞(海上運行)

　 町名・団体 青森県印刷工業組合

　 人形名称 義経千本桜

製作者 千葉作太郎

賞等 市長賞

1966 町名・団体 青森いすゞ自動車 自衛隊青森駐屯部隊 青森市役所職員組合 青森青年会議所 青森木材青壮年会 青森県庁 国鉄 消防第二分団 青森青年経営協議会 東青農協協議会 永沢興業 日本通運青森支店 日立連合

昭和４１年 人形名称 勧進帳 忠臣蔵 風雲児信長 曽我五郎小林朝比奈草摺引 戻橋 児島備後三郎高徳 紅葉狩 壇ノ浦合戦 茨木 源頼光と坂田金時 宮本武蔵と宍戸梅軒の決闘 遠藤盛遠と不動明王 長篠城の誉　鳥居強右衛門勝商

8/3-8/7 製作者 北川啓三 佐藤直市 鹿内一生 北村明・北村隆 石谷進 北川啓三 川村勝四郎 千葉作太郎 鹿内一生 山内岩蔵 細川長三郎 佐藤伝蔵 佐藤伝蔵

　 賞等 田村麿賞・市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行)

７月３１日 町名・団体 青森いすゞ自動車 自衛隊青森駐屯部隊 青森市役所職員組合 青森県庁 国鉄 東青農協協議会 日本通運青森支店

特別運行 人形名称 勧進帳 忠臣蔵 風雲児信長 児島備後三郎高徳 紅葉狩 源頼光と坂田金時 遠藤盛遠と不動明王

製作者 北川啓三 佐藤直市 鹿内一生 北川啓三 川村勝四郎 山内岩蔵 佐藤伝蔵

　

1967 町名・団体 青森いすゞ自動車 青森営林署 青森県板金工業組合 青森市役所職員組合 青森ナショナル店会 青森木材青壮年会 青森県庁 国鉄 青森青年経営協議会 東北電力 消防第三分団一班に組・大町 日本通運青森支店 日立連合

昭和４２年 人形名称 菅原伝授手習鑑　車引の場 茨木 源頼光土蜘蛛退治 大蛇退治 船弁慶 玉藻前 鎮西八郎為朝　八丁礫喜平治 国引 三国志 岩見重太郎狒狒退治 源義経と熊坂長範 水滸伝　九紋龍と跳潤虎 牛若丸と弁慶

8/3-8/7 製作者 北川啓三 石谷進 秋田覚四郎 鹿内一生 千葉伸二 石谷進 北川啓三 川村勝四郎 鹿内一生 山内岩蔵 鹿内一生 佐藤伝蔵 佐藤伝蔵

　 賞等 市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 奨励賞・市長賞 市長賞 田村麿賞・市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 市長賞

1968 町名・団体 青森県板金工業組合 青森市役所職員組合 青森青年会議所 青森ナショナル店会 青森木材青壮年会 魚河岸 国鉄 消防第二分団 青森青年経営協議会 大福町 東青信用金庫 東北電力 消防第三分団一班に組・大町

昭和４３年 人形名称 曽我の五郎と御所の五郎丸 川中島 戻り橋 本能寺　森蘭丸と安田作兵衛 牛若丸と天狗 連獅子 鎮西八郎為朝鷲退治 九紋龍と陳達 項羽の馬なげ 高砂 草薙の剣 源頼光と坂田金時 坂上田村麻呂蝦夷征伐

8/3-8/7 製作者 石谷進 鹿内一生 石谷進 千葉伸二 石谷進 石谷進 川村勝四郎 秋田覚四郎 鹿内一生 織田竹容 佐藤伝蔵 山内岩蔵 鹿内一生

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞(海上運行) 奨励賞・市長賞 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 田村麿賞・市長賞 製作者賞・市長賞 奨励賞・市長賞

　 町名・団体 日本通運青森支店 日立連合

　 人形名称 土蜘蛛 水滸伝　九紋竜と魯智深

製作者 佐藤伝蔵 佐藤伝蔵

　 賞等 市長賞(海上運行) 市長賞

子供ねぶた 町名・団体 茶屋町子供会 若葉町北上子供会 根っ子の子供会 浜田子供会 甲田町子供会 曙子供会 あすなろ子供会 竹の子子供会 白梅子供会 光の子子供会 常磐町子供会 北風・青空・杉の子子供会 米町子供会

　 人形名称 岩見重太郎のヒヒ退治 加藤清正 大江山 花咲爺 桃太郎 為朝の弓 有馬の猫騒動 渡辺綱と茨木 牛若とてんぐ 御所の五郎丸 俵藤太 楠公父子 天の岩戸

　 製作者

　 賞等

　 町名・団体 橋本羽衣子供会 広田町子供会 蜆貝スポーツ少年団 越青少年団

　 人形名称 信乃と現八 塙団右衛門 源三位頼正のヌエ退治 坂上田村麿のえぞ征伐

　 製作者

　 賞等

1969 町名・団体 青森いすゞ自動車 青森県板金組合 勤労青少年サークル連絡協議会 青森市役所職員組合 青森青年会議所 青森東芝会 大洋漁業ねぶた会 青森木材青壮年会 青森ヤクルト工場 明るい社会造り推進会 電電公社 青森県庁 国鉄

昭和４４年 人形名称 茨木 八之太郎と南祖坊 王進と九紋龍 玉藻之舞 三国志　公孫瓚と袁紹 日本武尊息吹山の大蛇退治 紅葉狩 坂上田村麿蝦夷征伐 茨木 大森彦七と千早姫 暫 川中島 山内一豊の馬揃い

8/3-8/7 製作者 北川啓三 川村勝四郎 北村健一・隆・明 鹿内一生 石谷進 山内岩蔵 石谷進 石谷進 石谷進 北川啓三 千葉伸二 北川啓三 川村勝四郎

　 賞等 奨励賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 囃子賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

　 町名・団体 青森青年経営協議会 消防第三分団一班に組・大町 日本通運青森支店 日立連合

　 人形名称 三国志 龍王と金剛力士 山姥と公時 紅葉狩

　 製作者 鹿内一生 鹿内一生 佐藤伝蔵 佐藤伝蔵

　 賞等 田村麿賞・市長賞 奨励賞・市長賞 市長賞 市長賞

子供ねぶた 町名・団体 市子ども会育成連協 西上古川連合こども会 油川連合こども会Ａ 油川連合こども会Ｂ 三内連合こども会 若葉町連合こども会 甲田町こども会 宝来町仲よしこども会 南奥野こども会 松原ひばりこども会 長島ひかりのこども会 広田こども会 上浦町あすなろこども会

　 人形名称 八幡太郎義家と勿来の関 金魚、とうろうねぶた群 がいせんの桃太郎 松王丸の車引きの場 浅野長矩と梶川与惣兵衛 伊達騒動・松原鉄之助 猪隼太のぬえ退治 国引き、手力雄命 平井保昌の土ぐも退治 自雷也 暫 和藤内の紅 大森彦七と千早姫

　 製作者

　 賞等

　 町名・団体 新田こども会 浦町羽衣こども会

　 人形名称 扇ねぶた 曽我五郎と朝比奈三郎

　 製作者

　 賞等

1970 町名・団体 青森県板金組合 自衛隊青森駐屯部隊 青森市職員互助合 ナショナルグループ 青森マルハねぶた会 青森木材青壮年会 三菱グループ 電電公社 青森県庁 国鉄 消防第二分団 東青信用金庫 東北電力

昭和４５年 人形名称 曽我兄弟の討入りの場 戻り橋 項羽の馬なげ 藤原鎌足と曽我入鹿 鐘馗 三国志 玉藻の前 九紋龍と陳達 鐘馗と鬼 天の岩戸 南総里見八犬伝 草薙の剣 坂田公時と酒天童子

8/3-8/7 製作者 石谷進 鹿内一生 鹿内一生 千葉伸二 石谷進 石谷進 石谷進 千葉伸二 北川啓三 川村勝四郎 山内岩蔵 佐藤伝蔵 山内岩蔵

　　　　　　　　〝いらっしゃい皇太子ご夫妻〟〝歓迎・全国高校総体〟の特別運行



　 賞等 市長賞(海上運行) 市長賞(海上運行) 田村麿賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞(海上運行) 奨励賞・市長賞 奨励賞・市長賞 市長賞 市長賞(海上運行) 製作者賞・市長賞 市長賞

　 町名・団体 消防第三分団一班に組・大町 日本通運青森支店 日立連合

　 人形名称 風神雷神 朝比奈三郎城門破り 桶狭間の戦い　今川義元と毛利新助

　 製作者 一戸泰英 佐藤伝蔵 佐藤伝蔵

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞

子供ねぶた 町名・団体 甲田町子供会 上浦町あすなろこども会 橋本羽衣子供会 潮風子供会 長島子供会 北片岡子供会 橋本だるま会 松原町ひばり子供会 広田子供会 片岡町子供会 南片岡子供会 福田文化子供会

　 人形名称 牛若丸と弁慶 羽衣 那須の与一 茨木 加藤清正虎退治 鬼若丸の鯉退治 茨木 山姥と竜 牛若丸と天狗 大蛇退治 羅生門 御所の五郎丸

　 製作者

　 賞等

1971 町名・団体 青森県板金組合 自衛隊青森駐屯部隊 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森大学 青森マルハねぶた会 青森木材青壮年会 電電公社 青森県庁 国鉄 消防第二分団 青森青年経営協議会 消防第三分団一班に組・大町

昭和４６年 人形名称 三国志 吉野蔵王権現 金剛力士 地震鯰 連獅子 桶狭間の合戦 綱　館 三国志虎牢関の戦 茨木童子「綱館」 龍馬渡海 加藤清正の虎退治 三国志　剛力項羽 水滸伝　怪力武松

8/3-8/7 製作者 石谷進 一戸泰英 鹿内一生 佐藤伝蔵 山内岩蔵 石谷進 石谷進 千葉伸二 北川啓三 川村勝四郎 山内岩蔵 鹿内一生 鹿内一生

　 賞等 市長賞 市長賞 田村麿賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 知事賞・市長賞 市長賞 市長賞(海上運行) 市長賞

町名・団体 日本通運青森支店 日立連合

　 人形名称 魯智深と鄧竜 義経の吉野落を助ける忠信の奮戦

　 製作者 佐藤伝蔵 佐藤伝蔵

　 賞等 市長賞(海上運行) 市長賞

子供ねぶた 町名・団体 橋本南町子供会 沖館子供会 福田文化子供会 栄町 南片岡子供会 松原ひばりこども会 甲田町子供会 宝来町仲よしこども会 長島ひかりのこども会 広田子供会 上浦町あすなろこども会 橋本だるま会

　 人形名称 鐘馗と邪鬼 牛若丸と弁慶 三国志 忠臣蔵松の廊下 鬼若丸 富士の誉 曽我五郎と朝比奈三郎 宝倉院の決闘 羅生門 弁慶のつり鐘引き 御所五郎丸 大森彦七と千早姫

　 製作者

　 賞等

1972 町名・団体 青森県板金組合 自衛隊青森駐屯部隊 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森マルハねぶた会 青森木材青壮年会 電電公社 青森県庁 消防第二分団 東北電力 消防第三分団一班に組・大町 日本通運青森支店 日立連合

昭和４７年 人形名称 坂上田村麻呂 平清盛と実相坊 国引 賎ヶ嶽の戦い 項羽と劉邦の戦い 鐘馗 四天王より　広目天と邪鬼 紅葉狩―平惟茂と鬼女 足柄山の金太郎と源頼光 関羽と華雄 平将門 素戔鳴尊の大蛇退治 国引

8/3-8/7 製作者 石谷進 千葉伸二 一戸泰英 一戸泰英 石谷進 石谷進 千葉伸二 北川啓三 山内岩蔵 山内岩蔵 穐元清有 佐藤伝蔵 佐藤伝蔵

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 囃子賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 知事賞・市長賞 田村麿賞・市長賞

子供ねぶた 町名・団体 松原ひばりこども会 福田文化子供会 橋本南町子供会 上浦町あすなろこども会 沖館子供会 橋本だるま会 甲田町子供会 西千狩町子供会 第六子供会

　 人形名称 頼光と坂田金時 為朝と喜平次 鍾馗と邪鬼 宮本武蔵と宝蔵院の決闘 大森彦七と千早姫 め組の喧嘩 曽我の五郎と御所の五郎丸 仮面ライダー 力竹松

　 製作者

　 賞等

1973 町名・団体 青森県板金組合 自衛隊青森駐屯部隊 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森大学 青森マルハねぶた会 青森木材青壮年会 青森ヤクルト販売 電電公社 カネボウ化粧品青森販売 青森県庁実行委員会 国鉄 消防第二分団

昭和４８年 人形名称 玉藻の前 大江山 風雲児信長 十和田湖伝説　南祖坊と八郎太郎 牛若丸と弁慶 渡辺綱・茨木童子 島の為朝 牛若と天狗 茨木 連獅子 桜丸、梅王、松王 波切不動 岩見重太郎狒々退治

8/3-8/7 製作者 石谷進 佐藤伝蔵 穐元清有 千葉伸二 山内岩蔵 石谷進 石谷進 石谷進 千葉伸二 石谷進 北川啓三 川村勝四郎 山内岩蔵

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 田村麿賞・囃子賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

　 町名・団体 青年経営協議会 東青農協協議会 日本通運青森支店 萬商 日立連合

　 人形名称 平将門 水滸伝より九紋竜と跳澗虎 稲妻出世祈願 鐘馗 武松の虎退治 　

　 製作者 鹿内一生 千葉伸二 佐藤伝蔵 石谷進 佐藤伝蔵 　

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 知事賞・市長賞

子供ねぶた 町名・団体 みどり丘町会 福田文化子供会 橋本南町子供会

　 人形名称 桃太郎 不明 不明

　 製作者

　 賞等

1974 町名・団体 青森県板金組合 自衛隊青森駐屯部隊 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森マルハねぶた会 青森木材青壮年会 電電公社 青森県庁ねぶた実行委員会 国鉄 消防第二分団 消防第三分団一班に組・大町 日本通運青森支店 萬商

昭和４９年 人形名称 桃太郎鬼退治 保昌と袴垂 九紋竜と鉄牛 三国志 虎牢関 素戔嗚尊・大蛇退治 牛若丸と天狗 源頼政ぬえ退治 連獅子 弁慶と牛若丸 玉取姫と大蛸の格闘 一寸法師鬼退治 日本武尊熊襲征伐 茨木

8/3-8/7 製作者 石谷進 佐藤伝蔵 穐元清有 千葉伸二 石谷進 石谷進 千葉伸二 北川啓三 川村勝四郎・森次男 山内岩蔵 川村甚一、若佐谷七五三穂 佐藤伝蔵 石谷進

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 囃子賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 知事賞・市長賞 市長賞 市長賞

　 町名・団体 日立連合

　 人形名称 風神雷神

　 製作者 佐藤伝蔵

　 賞等 田村麿賞・市長賞

子供ねぶた 町名・団体 松原ひばり子供会 野内地区連合こども会 市子供会連合会 金沢 福田町会(文化子供会) 港町 橋本 奥内

人形名称 曽我の仇討 大化改新ー藤原鎌足 桃太郎鬼退治 不明 天慶の乱・平将門 不明 不明 不明

製作者

賞等

1975 町名・団体 自衛隊ねぶた運行協議会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森大学 青森マルハねぶた会 青森木材青壮年会 電電公社 青森県庁ねぶた実行委員会 国鉄 消防第二分団 消防第三分団一班に組・大町 日本通運青森支店 萬商

昭和５０年 人形名称 佐々木高綱宇治川先陣 三国志・趙雲と高覧 暫 車　引 九紋龍と魯智深 曾我兄弟夜討 自　来　也 風雲児信長 平　将　門 素戔鳴尊大蛇退治 西　遊　記 張順水門を破る 紅　葉　狩

8/3-8/7 製作者 佐藤伝蔵 鹿内一生 千葉伸二 山内岩蔵 石谷進 石谷進 千葉伸二 鹿内一生 川村勝四郎 山内岩蔵 川村心生 佐藤伝蔵 石谷進

　 賞等 市長賞 知事賞・市長賞 田村麿賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

　 町名・団体

第五区社会福祉協議会(中央一丁目)

不明

私たちのねぶた自主製作実行委員会

紅葉狩

秋田弘

市長賞

鬼若丸の鯉退治

川村甚一、若佐谷七五三穂

市長賞

私たちのねぶた自主製作実行委員会

長島小学校創立百周年記念行事協賛会

桃太郎

消防第三分団一班に組・青森シャープフレンド会



　 人形名称 　

　 製作者 　

　 賞等

子供ねぶた 町名・団体 不明 不明

人形名称 鐘馗 戻橋 子供ねぶた

製作者 １５台

賞等

1976 町名・団体 自衛隊ねぶた運行協議会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森マルハねぶた会 青森木材青壮年会 電電公社 青森県庁ねぶた実行委員会 国鉄 消防第二分団 消防第三分団一班に組・東芝 日本通運青森支店

昭和５１年 人形名称 木下藤吉郎初陣の功名 四条畷楠木正行 那智の滝 剛力　島の為朝 九紋龍と魯智深 大江山(源頼光と酒呑童子) 柳生石舟斎・喝 素戔鳴尊八岐の大蛇退治 足柄山の金太郎 平将門 閻魔大王と平清盛

8/3-8/7 製作者 佐藤伝蔵 一戸泰英 千葉伸二 石谷進 石谷進 千葉伸二 鹿内一生 川村勝四郎 山内岩蔵 我生会 佐藤伝蔵

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 知事賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 囃子賞・市長賞 市長賞

　 町名・団体 日立連合 亀屋みなみ流通グループ

　 人形名称 源頼光酒呑童子を退治 勧進帳

　 製作者 佐藤伝蔵 千葉伸二

　 賞等 市長賞 田村麿賞・市長賞

子供ねぶた 町名・団体 青森市子供会育成連絡協議会 油川幼稚園ねぶた愛好会 沖小学区友の会 野内連合子供会 西の伸びる子供会 荒川子供会 三内丸山子供会 佃さざなみ子供会 福田文化子供会 福田サッカースポーツ少年団会 山の手町会根っ子子供会 合浦町仲よし子供会 港町子供ねぶた愛好会

　 人形名称 鬼若丸の鯉の生け捕り 羅生門 鬼若丸の鯉退治 朝比奈三郎城門破り 千早姫と大森彦七 羅生門 金魚パレード 項羽の馬引き 大蛇退治 国引き 鬼若丸 大漁えびす 曽我の五郎と御所の五郎丸

　 製作者

　 賞等

　 町名・団体 桜川ねぶた愛好会 松原ひばり子供会 橋本南町会青少年部

　 人形名称 紅葉狩り 大森彦七と千早姫 坂田金時

　 製作者

　 賞等

1977 町名・団体 青森県板金工業組合 自衛隊ねぶた運行協議会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森大学 青森木材青壮年会 電電公社 亀屋みなみ流通グループ 県庁ねぶた実行委員会 サンロード青森 国鉄 消防第二分団 消防第三分団一班に組・東芝

昭和５２年 人形名称 雷神、時平を誅す 佐野源左衛門鎌倉一番乗り 水滸伝 九紋龍史進、陳達を生捕る 三番叟 草薙の剣 森蘭丸と安田作兵衛 連獅子 三国志 文覚と不動明王 大国主と小彦名　国経営 三国志　関羽と華雄の血戦 鐘馗

8/3-8/7 製作者 千葉作龍 工藤寛 鹿内一生 千葉作龍 山内岩蔵 石谷進 千葉作龍 千葉作龍 鹿内一生 山内岩蔵 森次男 山内岩蔵 鹿内一生

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 囃子賞・市長賞 市長賞 田村麿賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

　 日本通運青森支店 日立連合

　 紅葉狩 海彦と山彦

　 佐藤伝蔵 佐藤伝蔵

　 市長賞 知事賞・市長賞

子供ねぶた 町名・団体 第五地区社会福祉協議会青少年部会 第一佃町会さざなみ子供会 野内地区連合子供会 松原ひばり子供会 甲田町子供会 港町子供ねぶた愛好会 福田文化子供会 福田サッカースポーツ少年団 三内丸山子供会 橋本南子供会 西の伸びる子供会 金沢子供会 油川幼稚園ねぶた愛好会

　 人形名称 風神雷神 島の為朝 牛若丸 国引き 項羽馬なげ 宝蔵院の決闘 鞍馬山の牛若丸 悪源太義平 金魚パレード 項羽馬なげ 大森彦七と鬼女 勧進帳

　 製作者

　 賞等

　 町名・団体 だるま子供会 市子連 浪館子供ねぶた愛好会 三内子供会 橋本南第二さくら子供会 合浦町子供ねぶた会 桜川町会

　 人形名称 牛若丸と天狗 えびす 南祖坊 桃太郎の鬼退治 桃太郎の鬼退治 鬼若丸

　 製作者 桜川団地内運行

　 賞等

1978 町名・団体 青森県板金工業組合 自衛隊ねぶた運行協議会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森ナショナル店会 青森マルハねぶた会 青森木材青壮年会 電電公社 県庁ねぶた実行委員会 サンロード青森 国鉄 消防第二分団 消防第三分団一班に組・東芝

昭和５３年 人形名称 日本武尊熊襲退治 仁田四郎忠常の大猪狩り 素戔鳴尊・大蛇退治 南総里見八犬伝・芳流閣両雄動 義経千本桜　狐忠信 戻橋 草摺引 知盛推参 川中島 水滸伝・九紋龍史進と青面獣揚志 救国　信長桶狭間 鬼若丸 武蔵坊弁慶

8/3-8/7 製作者 北村明・北村隆 工藤寛 穐元無生 千葉作龍 千葉作龍 石谷進 石谷進 千葉作龍 鹿内一生 石谷進 森次男 山内岩蔵 鹿内一生

　 賞等 市長賞 市長賞 田村麿賞・市長賞 囃子賞・市長賞 市長賞 知事賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

町名・団体 日本通運青森支店 日立連合 松原ひばり子供会

人形名称 武内宿禰水溝を作る 伊弉諾尊国を生まんとす 子供ねぶた 茨木

製作者 佐藤伝蔵 佐藤伝蔵 ２２台 石谷進

賞等 市長賞 市長賞

1979 町名・団体 青森県板金工業組合 自衛隊ねぶた運行協議会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森大学 青森ナショナル店会 青森マルハねぶた会 青森木材青壮年会 電電公社 亀屋みなみ流通グループ 県庁ねぶた実行委員会 サンロード青森 国鉄

昭和５４年 人形名称 鐘馗 俵藤太のむかで退治 本能寺 羅城門 宇治川先陣争い 曽我五郎　富士の誉 中臣鎌足入鹿を討つ 大森彦七と千早姫 吉野の関錦の御旗 纏振 驪龍之珠 錣引 雷と栖軽

8/2-8/7 製作者 北村明・北村隆 田中巌 穐元無生 千葉作龍 山内岩蔵 千葉作龍 石谷進 石谷進 千葉作龍 千葉作龍 鹿内一生 石谷進 森次男

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 囃子賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

町名・団体 消防第二分団 消防第三分団一班に組・東芝 日本通運青森支店 ねぶた愛好会 日立連合 松原ひばり子供会

人形名称 四車大八とめ組の喧嘩 羅生門 景廉機転の勝鬨 鐘馗 日本武尊の化身白鳥争奪の図 素戔嗚尊大蛇退治

製作者 山内岩蔵 鹿内一生 佐藤伝蔵 石谷進 佐藤伝蔵 石谷進

賞等 市長賞 田村麿賞・市長賞 市長賞 市長賞 知事賞・市長賞

1980 町名・団体 青森県板金工業組合 自衛隊ねぶた運行協議会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森青年会議所・前ねぶた 青森ナショナル店会 青森マルハねぶた会 青森木材青壮年会 電電公社 県庁ねぶた実行委員会 サンロード青森 国鉄 消防第二分団

昭和５５年 人形名称 怪描佐賀の夜桜(鍋島騒動) 東奥の防人・坂上田村麿 坂上田村麻呂 道成寺押戻し 曽我五郎と御所五郎丸 水滸伝九紋竜と魯智深 為朝の鷲退治 素戔鳴尊大蛇退治 弓張月鎮西八郎為朝雷公を射る 水滸伝 綱館 伊邪那岐命黄泉国の鬼退治 源頼光と坂田公時

8/2-8/7 製作者 北村明・北村隆 田中巌 穐元無生 千葉作龍 村上 千葉作龍 石谷進 石谷進 千葉作龍 鹿内一生 石谷進 森次男 山内岩蔵

市子ども会育成連絡協議会

浦島太郎

　

日本誕生・八岐の大蛇退治

秋田弘

市長賞

第五地区社会福祉協議青少年育成部会

金魚パレード

私たちのねぶた自主製作実行委員会

桃太郎

福地誠郎

市長賞

私たちのねぶた自主製作実行委員会

福地誠郎

私たちのねぶた自主製作実行委員会

福地誠郎

市長賞

金太郎

私たちのねぶた自主製作実行委員会

秋田弘・福地誠郎

市長賞

曽我五郎と御所五郎丸

市長賞

かぐや姫と大伴大納言



　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 囃子賞・市長賞 　 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

町名・団体 消防第三分団一班に組・東芝 日産青森グループ 日本通運青森支店 ねぶた愛好会 日立連合 松原ひばり子供会

人形名称 不動智 草薙剣 坂上田村麿蝦夷征伐 紅葉狩 前田犬千代出世の武勲 子供ねぶた 天の岩戸

製作者 鹿内一生 石谷進 佐藤伝蔵 石谷進 佐藤伝蔵 １５台 石谷進

賞等 知事賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 田村麿賞・制作賞・市長賞

1981 町名・団体 青森県板金工業組合 自衛隊ねぶた運行協議会 青森市ＰＴＡ連合会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森大学 青森ナショナル店会 青森マルハねぶた会 電電公社 亀屋みなみ流通グループ 県庁ねぶた実行委員会 サンロード青森 国鉄青森

昭和５６年 人形名称 鬼松のお松 羅　生　門 坂上田村麿と和 水滸伝九紋竜と陳達 明智光秀・小栗栖の最後 天の岩戸開き 新田義貞竜神に祈る 大塔宮護良 独眼竜政宗 小　鍛　冶 金剛力士 坂上田村麿 巴御前の奮戦

8/2-8/7 製作者 北村明・北村隆 田中巌 北川啓三 穐元鴻生 千葉作龍 山内岩蔵 千葉作龍 石谷進 千葉作龍 千葉作龍 鹿内一生 石谷進 森次男

　 賞等 制作賞・市長賞 市長賞 市長賞 知事賞・市長賞 囃子賞・市長賞・海上運行 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

町名・団体 消防第二分団 青森青年経営協議会 消防第三分団一班に組・東芝 日産青森グループ 日本通運青森支店 ねぶた愛好会 日立連合 松原ひばり子供会

人形名称 伽羅先代萩床下の場 屋島の合戦 風林火山 鎮西八郎為朝曚雲を討つ 国王と一角仙人 鳴　　神 日の神・月の神 子供ねぶた 加藤清正虎退治

製作者 佐藤利尚 鹿内一生 鹿内一生 北村明・北村隆 佐藤伝蔵 石谷進 佐藤伝蔵 １８台 石谷進

賞等 市長賞 田村麿賞・市長賞・海上運行 市長賞・海上運行 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

1982 町名・団体 青森県板金工業組合 自衛隊ねぶた運行協議会 青森市ＰＴＡ連合会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森マルハねぶた会 電電公社 県庁ねぶた実行委員会 サンロード青森 国鉄青森 消防第二分団・青森スバル 青森青年経営協議会 消防第三分団一班に組・東芝

昭和５７年 人形名称 悪源太義平と怨霊 草薙の剣 風神雷神 坂田公時 吉備津彦命温羅を討つ 巌流島の決闘 片田兵部と鬼女 風神 水滸伝・鉄牛の門破り 里見八犬伝 布引の瀧 水滸伝景陽岡の猛虎 布引の瀧

8/2-8/7 製作者 北村明・北村隆 田中巌 北村明・北村隆 穐元鴻生 千葉作龍 石谷進 石谷進 鹿内一生 千葉作龍 国鉄職員一同 千葉作龍 鹿内一生 白鳥芳生

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 制作賞・市長賞・海上運行 市長賞 市長賞 市長賞 跳人賞・市長賞 市長賞 市長賞 知事賞・市長賞 囃子賞・市長賞・海上運行

町名・団体 日産青森グループ 日本通運青森支店 ねぶた愛好会 日立連合 松原ひばり子供会

人形名称 隠岐廣有・妖鳥を退治す 八幡太郎義家と荒法師 勧進帳 源頼光と鬼同丸 子供ねぶた 鬼若丸

製作者 北村明・北村隆 佐藤伝蔵 石谷進 佐藤伝蔵 １９台 石谷進

賞等 市長賞 田村麿賞・市長賞・海上運行 市長賞 市長賞

1983 町名・団体 青森県板金工業組合 自衛隊ねぶた運行協議会 青森市ＰＴＡ連合会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森大学 青森ナショナル店会 青森マルハねぶた会 電電公社 県庁ねぶた実行委員会 サンロード青森 国鉄青森 消防第二分団・青森スバル

昭和５８年 人形名称 山田長政 南祖坊と八之太郎 竜飛の黒神 三国志（高覧〜趙雲） 孫悟空と二郎神 里見八犬伝　芳流閣上の闘い ぬえ退治 鬼若丸と信濃坊 武振熊と忍熊王 雪の吉野山 三日月祈願 茨木 悪七兵衛影清

8/2-8/7 製作者 北村明・北村隆 田中巌 北村明・北村隆 穐元鴻生 千葉作龍 佐藤伝蔵 千葉作龍 石谷進 佐藤伝蔵 鹿内一生 千葉作龍 鹿内春峰 千葉作龍

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 囃子賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 知事賞・市長賞 市長賞 市長賞

町名・団体 青森青年経営協議会 消防第三分団一班に組・東芝 日産青森会 日本通運青森支店 ねぶた愛好会 日立連合 松原ひばり子供会

人形名称 暫 三国志・仙人と孫策 三国志・周倉・龐徳を生け捕る 豪力中納言力士を投飛ばす 九紋竜と魯智深 八之太郎と南祖坊 子供ねぶた 朝比奈三郎城門破り

製作者 鹿内一生 白鳥芳生 北村明・北村隆 佐藤伝蔵 石谷進 佐藤伝蔵 ２０台

賞等 市長賞 制作賞・市長賞・海上運行 市長賞 市長賞 市長賞 田村麿賞・市長賞・海上運行 　

1984 町名・団体 青森県板金工業組合 自衛隊ねぶた運行協議会 青森市ＰＴＡ連合会 青森市職員互助合 青森青年会議所 東北電力ねぶた愛好会 青森ナショナル店会 青森マルハねぶた会 電電公社 県庁ねぶた実行委員会 サンロード青森 国鉄青森 消防第二分団・青森スバル

昭和５９年 人形名称 軍茶利明王 桶狭間の戦い　毛利新助と今川義元 玉藻の前 勢多の唐橋 朝比奈三郎城門破り 神州天馬侠 神州天馬侠 滝山寺の鬼面 渋谷金王丸と山名六郎貞重 喝、柳生石舟斎宗巌 波切空海 九紋龍史進 大化の改新

8/2-8/7 製作者 北村隆 田中巌・青森駐屯地隊員一同 北村隆 穐元鴻生 千葉作龍 鹿内一生 千葉作龍 石谷進 佐藤伝蔵 鹿内一生 千葉作龍 鹿内春峰 千葉作龍

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 運行賞・市長賞 市長賞 市長賞 制作賞・市長賞 知事賞・市長賞 市長賞 市長賞

町名・団体 消防第三分団一班に組・東芝 日産青森会 日本通運青森支店 ねぶた愛好会 日立連合 大和山青森県教区連合会 松原ひばり子供会 不明 不明 不明

人形名称 妖怪　戸隠山 神武東征 長尾新六定景と公暁 鞍馬の天狗と牛若丸 不動明王破邪の剣 風雲児信長 子供ねぶた 島の為朝 勧進帳 桃太郎の鬼退治 そんごくう

製作者 白鳥芳生 北村隆 佐藤伝蔵 石谷進 佐藤伝蔵 鹿内一生 ２０台 石谷進

賞等 囃子賞・市長賞 市長賞 田村麿賞・市長賞 市長賞 市長賞 跳人賞・市長賞

1985 町名・団体 青森県板金工業組合 自衛隊ねぶた運行協賛会 青森市ＰＴＡ連合会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森大学 青森ナショナル店会 青森マルハ佞武多会 ＮＴＴグループ 県庁ねぶた実行委員会 サンロード青森 国鉄青森 消防第二分団・山本食品

昭和６０年 人形名称 義経蝦夷へ渡海 岩見重太郎の狒狒退治 坂田金時土蜘蛛退治 和藤内 津刈丸と安倍比羅夫 曽我物語富士の誉 三国志　関羽 壇ノ浦の合戦 村上四朗義光　錦旗奪還 龍王 津軽海峡　義経渡海 雷神 小楠公奮戦

8/2-8/7 製作者 北村隆 田中巌 北村隆 穐元鴻生 千葉作龍 佐藤伝蔵 千葉作龍 石谷進 佐藤伝蔵 鹿内一生 千葉作龍 穐元和生 千葉作龍

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 知事賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 跳人賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

町名・団体 東北電力ねぶた愛好会 消防第三分団一班に組・東芝 日産青森会 日本通運青森支店 ねぶた愛好会 日立連合 ヤマト運輸

人形名称 水滸伝 里見八犬伝 荒波の為朝 平将門と貞盛 為朝 三浦次郎義澄　頼朝守護の巧名 波切不動

製作者 鹿内一生 白鳥芳生 北村明 佐藤伝蔵 石谷進 佐藤伝蔵 穐元鴻生

賞等 運行賞・市長賞 制作賞・市長賞 市長賞 運行賞・市長賞 市長賞 田村麿賞・囃子賞・市長賞 市長賞

町名・団体 橋本子供会 篠田町子ども会 夏井田子ども会 幸伸保育園協力会 港町町会 北国子供会(袰懸団地) 橋本南第二町会さくら子供会 松原ひばり子供会 三内子ども会 松森子ども会 子供ねぶた愛好会 西滝子ども会 油川幼稚園ねぶた愛好会

昭和６０年 人形名称 雷  神 神武天皇東征 天叢雲剣 牛若丸と弁慶 巌流島の決闘 桃太郎 独眼竜政宗 鐘　馗 日本武尊の白鳥 武松の虎退治 大蛇退治 鍾馗と鬼 富士の夜衆

製作者 石谷進

子供ねぶた賞等 大賞

町名・団体 港町子供ねぶた愛好会 港町東の伸びる子供会 安田こどもネブタ会 ひばりの子供会

人形名称 森蘭丸と安田作兵衛三国誌 金剛力士 おばけのＱ太郎

製作者

賞等

1986 町名・団体 青森県板金工業組合 自衛隊ねぶた運行協賛会 青森市ＰＴＡ連合会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森ナショナル店会 青森マルハ佞武多会 ＮＴＴグループ 県庁ねぶた実行委員会 サンロード青森 国鉄青森 消防第二分団・ヤマモト食品 東北電力ねぶた愛好会

昭和６１年 人形名称 津軽為信 賤ヶ岳の奮戦　加藤清正 雷神　菅原道真 戸隠の青嵐 阿　吽 倶利迦羅不動 岩見重太郎・仇討の場 前九年の役 弁　慶 車　引 弁慶と牛若丸 曽我夜討 金剛力士

8/2-8/7 製作者 北村隆 木村富美男 北村隆 穐元鴻生 千葉作龍 千葉作龍 石谷進 佐藤伝蔵 鹿内一生 千葉作龍 穐元和生 千葉作龍 鹿内一生

　 賞等 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 運行賞・市長賞 市長賞 田村麿賞・市長賞 市長賞 市長賞 跳人賞・市長賞

町名・団体 消防第三分団一班に組・東芝 日産青森会 日本通運青森支店 ねぶた愛好会 ヤマト運輸 松原ひばり子供会

市長賞

市長賞

酒呑童子と坂田金時

私たちのねぶた自主製作実行委員会

福地誠郎

市長賞

一寸法師

私たちのねぶた自主製作実行委員会

福地誠郎

私たちのねぶた自主製作実行委員会

福地誠郎

市長賞

赤胴鈴之助

日立連合ねぶた委員会 私たちのねぶた自主製作実行委員会

私たちのねぶた自主製作実行委員会

国　引

柳谷優浩

市長賞

私たちのねぶた自主製作実行委員会

柳谷優浩

市長賞

雷　神

私たちのねぶた自主製作実行委員会

弁慶の引摺鐘

猪俣修・稲田豊

青森中央短期大附属第三幼稚園

星座物語よりー牽牛

青森中央短期大附属第二幼稚園

星座物語よりー天乃川

青森中央短期大附属第一幼稚園

星座物語よりー織女



人形名称 金比羅王 矢の根 大河次郎兼任と佐々木盛綱 巌流島の決闘 川中島の合戦 　 曽我五郎と五所の五郎丸

製作者 白鳥芳生 北村明 佐藤伝蔵 石谷進 穐元鴻生 石谷進

賞等 知事賞・市長賞 市長賞 制作賞・市長賞 市長賞 市長賞

1987 町名・団体 青森県板金工業組合 自衛隊ねぶた運行協賛会 青森市ＰＴＡ連合会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森大学 青森ナショナル店会 青森マルハ佞武多会 ＮＴＴグループ 県庁ねぶた実行委員会 サンロード青森 ＪＲグループ青森 消防第二分団・ヤマモト食品

昭和６２年 人形名称 景清破牢 尼子の豪勇　山中鹿之介 かぐや姫の昇天 左甚五郎 浪裏白跳張順 不　動 独眼竜政宗 田村麿と悪路王 蒲生氏郷　巌石城合戦の勇名 奥州の雄 大石蔵内助　誉の討入り 天の岩戸 鶴岡の暮雪

8/2-8/7 製作者 千葉作龍 木村富美男 北村隆 穐元鴻生 内山卓也 内山岩蔵 千葉作龍 石谷進 福井祥司 鹿内一生 千葉作龍 北村隆 千葉作龍

市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 囃子賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 運行賞・市長賞 市長賞 田村麿賞・市長賞 市長賞 市長賞

　 ２０年賞 ２５年賞 ７年賞 ２９年賞 ２０年賞 ９年賞 １４年賞 ２０年賞 ２９年賞 ２６年賞 １１年賞 ２３年賞 ３８年賞

町名・団体 東北電力ねぶた愛好会 消防第三分団一班に組・東芝 日産青森会 日本通運青森支店 ねぶた愛好会 日立連合 ヤマト運輸 郵便局ねぶた愛好会 松原ひばり子供会

人形名称 三国志　関羽 鍾　馗 那智の瀧 黒旋風李逵　刑場破り 曽我兄弟 李広の一念岩をも通す 日本武尊 草薙剣 　 大森彦七と千早姫

製作者 一戸意生 白鳥芳生 北村明 福井祥司 石谷進 福井祥司 穐元鴻生 石谷進 石谷進

市長賞 知事賞・市長賞 市長賞 運行賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 跳人賞・市長賞

２０年賞 ４１年賞 ８年賞 ４１年賞 ９年賞 ２２年賞 ３年賞 １年賞

1984 町名・団体 青森県板金工業組合 自衛隊ねぶた運行協賛会 青森市ＰＴＡ連合会 青森市職員互助合 青森青年会議所 青森ナショナル店会 青森マルハ佞武多会 ＮＴＴグループ 県庁ねぶた実行委員会 サンロード青森 ＪＲグループ青森 消防第二分団・青森マツダ 東奥日報社

昭和６３年 人形名称 茨木童子と渡辺綱 十三湊　安東実季 義経の鬼退治 雷　神 源頼光　鬼同丸を討つ 千姫奪還 本能寺の信長と蘭丸 百合若大臣と緑丸 勧善懲悪　不動と龍 信玄不動 素戔鳴尊大蛇退治 維新の嵐・池田屋 北方の神将・毘沙門天

8/2-8/7 製作者 千葉作龍 木村富美男 北村明 穐元鴻生 内山卓也 千葉作龍 石谷進 福井祥司 鹿内一生 千葉作龍 北村隆 千葉作龍 千葉作龍

市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 跳人賞・囃子奨励賞・市長賞 田村麿賞・市長賞・海上運行 知事賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞

　 ２１年賞 ２６年賞 ８年賞 ３０年賞 ２１年賞 １５年賞 ２１年賞 ３０年賞 ２７年賞 １２年賞 ２４年賞 ３９年賞 ９年賞

町名・団体 東北電力ねぶた愛好会 消防第三分団一班に組・東芝 日産青森会 日本通運青森支店 ねぶた愛好会 日立連合 ヤマト運輸 郵便局ねぶた愛好会 松原ひばり子供会

人形名称 羅生門 風　神 樊會勇力門を破る 船弁慶 茨　木 長篠城脱出　鳥居強右衛門死の伝令 十和田湖誕生 賤ヶ岳の戦い 　 風雲児織田信長

製作者 穐元和生 白鳥芳生 北村明 福井祥司 石谷進 福井祥司 穐元鴻生 一戸意生 石谷進

運行賞・市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 市長賞 囃子賞・市長賞 市長賞 運行賞・市長賞

２１年賞 ４２年賞 ９年賞 ４２年賞 １０年賞 ２３年賞 ４年賞 ２年賞   

萩野台の合戦・安東尭季と藤原秀直

佐藤伝蔵

囃子賞・市長賞

巌流島

柳谷優浩

市長賞

賞等

賞等
製作賞・市長賞・海上運行

賞等

賞等

製作賞・市長賞・海上運行

柳谷優浩

１５年賞

私たちのねぶた自主製作実行委員会

本能寺の変

柳谷優浩

１４年賞

私たちのねぶた自主製作実行委員会

暫


