
氏名 ジャンル 職業等 本県との関わり

１ 朝海　ひかる 芸能 女優 仙台市出身 第３期～
２ 大島　蓉子 芸能 女優 大崎市出身 第７期～
３ 狩野　英孝 芸能 芸人 栗原市（旧栗駒町）出身 第５期～
４ 宮藤　官九郎 芸能 脚本家，構成作家，俳優 栗原市（旧若柳町）出身 第３期～
５ 熊谷　和徳 芸能 タップダンサー，俳優 仙台市出身 第６期～
６ 佐藤　聡美 芸能 声優 仙台市出身 第８期～
７ 宍戸　錠 芸能 俳優 県内高校卒業 第１期～
８ 島﨑　信長　 芸能 声優 塩竃市出身 第８期～
９ 菅原　大吉 芸能 俳優 加美町出身 第８期～
１０ 鈴鹿　景子 芸能 女優 石巻市出身 第１期～
１１ 涼風　真世 芸能 女優 石巻市出身 第１期～
１２ 高泉　淳子 芸能 女優，劇作家 大崎市（旧古川市）出身 第２期～
１３ 高山　広 芸能 俳優，劇作家 栗原市（旧築館町）出身 第４期～
１４ 伊達　みきお 芸能 芸人（サンドウィッチマン） 仙台市出身 第５期～
１５ 千葉　雄大 芸能 俳優 多賀城市出身 第７期～
１６ 富澤　たけし 芸能 芸人（サンドウィッチマン） 仙台市出身 第５期～
１７ 中村　雅俊 芸能 俳優，歌手 女川町出身 第３期～
１８ 原　綾子 芸能 モデル 仙台市出身 第７期～
１９ 胡 兵（ふーびん） 芸能 モデル，俳優，歌手 県事業等への協力 第４期～
２０ 本郷　奏多 芸能 俳優 仙台市出身 第８期～
２１ マギー審司 芸能 手品師 気仙沼市出身 第３期～
２２ 水内　猛 芸能 タレント，スポーツキャスター 仙台市居住経験あり 第４期～
２３ 村上　弘明 芸能 俳優 気仙沼高校卒業 第３期～
２４ 森　公美子 芸能 ミュージカル歌手 仙台市出身 第１期～
２５ 杜　けあき 芸能 女優 仙台市出身 第１期～
２６ 矢部　亮 芸能 ジャグラー 仙台市出身 第６期～
２７ 山寺　宏一 芸能 声優，タレント 塩竈市出身 第３期～
２８ 阿部　勉 映画 映画監督 柴田町・富谷町居住経験あり 第３期～
２９ 浅野　祥 音楽 津軽三味線奏者 仙台市出身 第７期～
３０ 遠藤　正明 音楽 歌手 石巻市出身 第７期～
３１ 及川　浩治 音楽 ピアニスト 登米市（旧迫町）出身 第３期～
３２ 大友　康平 音楽 ミュージシャン，俳優 塩竈市出身 第１期～
３３ かいやま　由起 音楽 シャンソン歌手 仙台市出身 第２期～
３４ かの　香織 音楽 音楽家，作詞・作曲家 栗原市（旧高清水町）出身 第７期～
３５ 菅野　潤 音楽 ピアニスト 塩竈市居住経験あり 第４期～
３６ 清　貴 音楽 歌手 仙台市出身 第３期～
３７ 熊田　かほり 音楽 鶴田流琵琶奏者 栗原市（旧築館町）出身 第７期～
３８ クミコ 音楽 歌手 県事業等への協力 第７期～
３９ 佐藤　俊太郎 音楽 指揮者 仙台市出身 第４期～
４０ 菅　英三子 音楽 声楽家，東京藝術大学准教授 仙台市居住経験あり 第３期～
４１ 高橋　ジョージ 音楽 ミュージシャン，俳優，アーティスト，映画監督 栗原市（旧栗駒町）出身 第６期～
４２ 中川　晃教 音楽 シンガーソングライター，俳優 仙台市出身 第３期～
４３ 西脇　久夫 音楽 歌手（ボニー・ジャックス） 塩竈市出身 第１期～
４４ 畠山　美由紀 音楽 シンガーソングライター 気仙沼市出身 第８期～
４５ 水森　かおり 音楽 歌手 県事業等への協力 第６期～
４６ みなみらんぼう 音楽 シンガーソングライター，エッセイスト 栗原市（旧志波姫町）出身 第１期～
４７ 遊佐　未森 音楽 ミュージシャン 仙台市出身 第５期～
４８ 隈　研吾 芸術 建築家 県事業等への協力 第７期～
４９ 中野　裕通 芸術 ファッションデザイナー 岩沼市出身 第３期～
５０ 平間　至 芸術 フォトグラファー 塩竈市出身 第３期～
５１ 武藤　順九 芸術 画家，彫刻家 仙台市出身 第３期～
５２ とよたかずひこ 文芸 絵本作家 仙台市出身 第３期～
５３ 荒川　静香 スポーツ プロフィギュアスケーター，トリノオリンピック金メダリスト 東北高校卒業 第３期～
５４ 淡路　卓 スポーツ フェンシング選手，ロンドンオリンピック銀メダリスト 仙台市出身 第７期～
５５ 加藤　久 スポーツ ジュビロ磐田ゼネラルマネージャー 利府町出身 第１期～
５６ 木村　朱美 スポーツ 元バトントワリング選手，ミキハウス社員 仙台市出身 第６期～
５７ 佐々木　主浩 スポーツ プロ野球解説者 仙台市出身 第１期～
５８ 清水　秀彦 スポーツ サッカー解説者（元ベガルタ仙台監督） 仙台市居住経験あり 第５期～
５９ 菅山　かおる スポーツ プロビーチバレーボール選手，元バレーボール選手 岩沼市出身 第５期～
６０ 田尾　安志 スポーツ 野球評論家，野球解説者（東北楽天ゴールデンイーグルス初代監督） 仙台市居住経験あり 第５期～
６１ 髙橋　礼華 スポーツ バドミントン選手，リオデジャネイロオリンピック金メダリスト 聖ウルスラ学院英智高等学校卒業 第８期～
６２ 只野　直孝 スポーツ TAKパラグライダースクール校長 仙台市出身 第１期～
６３ 千田　健太 スポーツ フェンシング選手，ロンドンオリンピック銀メダリスト 気仙沼市出身 第７期～
６４ 羽生　結弦 スポーツ フィギュアスケート選手，ソチオリンピック金メダリスト 仙台市出身 第７期～
６５ 星野　仙一 スポーツ (株)楽天野球団取締役副会長 仙台市居住経験有り 第８期～
６６ 松友　美佐紀 スポーツ バドミントン選手，リオデジャネイロオリンピック金メダリスト 聖ウルスラ学院英智高等学校卒業 第８期～
６７ 三宅　義信 スポーツ ＮＰＯ法人「ゴールドメダリストを育てる会」理事長，東京・メキシコ五輪重量挙げ金メダリスト 村田町出身 第１期～
６８ 森田　智己 スポーツ 元競泳選手，アテネオリンピック銅メダリスト，セントラルスポーツ（株） 富谷町出身 第４期～
６９ 木村　克己 食文化 ソムリエ，日本酒スタイリスト 県事業等への協力 第４期～
７０ 大槻　義彦 大学関係 早稲田大学名誉教授 角田市出身 第１期～
７１ 黒田　玲子 大学関係 東京理科大学教授，東京大学名誉教授 仙台市出身 第１期～
７２ 三浦　信行 大学関係 国士舘大学学長 石巻市出身 第７期～
７３ 生島　淳 報道 スポーツジャーナリスト 気仙沼市出身 第８期～
７４ 生島　ヒロシ 報道 フリーアナウンサー 気仙沼市出身 第１期～
７５ 残間　里江子 報道 株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ代表取締役会長 仙台市出身 第１期～
７６ 中村　靖彦 報道 農政ジャーナリスト 仙台市出身 第４期～
７７ 藤井　恒久 報道 日本テレビアナウンサー 仙台市出身 第４期～
７８ みのもんた 報道 キャスター，司会者，タレント 県事業等への協力 第６期～
７９ 大浦　溥 経済界 株式会社アドバンテスト名誉顧問，富士通株式会社顧問 塩竈市出身 第１期～
８０ 小野寺　正 経済界 ＫＤＤＩ株式会社代表取締役会長 仙台市出身 第３期～
８１ 神藏　孝之 経済界 イマジニア株式会社代表取締役会長兼ＣＥＯ 県事業等への協力 第５期～
８２ 上條　努 経済界 サッポロホールディングス株式会社代表取締役社長 仙台市出身 第７期～
８３ 小宮山　宏 経済界 株式会社三菱総合研究所理事長 県事業等への協力 第７期～
８４ 清野　智 経済界 東日本旅客鉄道株式会社取締役会長 仙台市出身 第５期～
８５ 中鉢　良治 経済界 独立行政法人産業技術総合研究所理事長 大崎市（旧鳴子町）出身 第５期～
８６ 藤原　作弥 経済界 元株式会社日立総合計画研究所取締役社長，ジャーナリスト 仙台市出身 第３期～
８７ 三木谷　浩史 経済界 楽天株式会社代表取締役会長兼社長 県事業等への協力 第５期～
８８ 田島  健夫 観光 旅館業（霧島温泉　天空の森　主人） 県事業等への協力 第５期～
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