
入選者名簿 （入選：389名）
◎受賞者　☆初入選者

都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

北海道

◎ 三谷　佳典 みたに　よしのり 内緒の手紙－流星にのせて－ 奨励賞

宮城県

安藤　瑠吏子 あんどう　るりこ 想
及川　尚子 おいかわ　たかこ 赤勝て！
奥山　和子 おくやま　かずこ 端午の節句に

☆ 桶谷　光代 おけたに　みつよ 時が過て
☆ 髙橋　美紀子 たかはし　みきこ 星降る夜

山形県

☆ 佐々木　昭子 ささき　しょうこ 生命

茨城県

☆ 鎌田　理絵 かまた　りえ 花游
川嶋　頌梧 かわしま　しょうご 紅煌

☆ 慶野　智子 けいの　ともこ 琴線
山本　栄子 やまもと　えいこ 人形のベティと猫のベティ

群馬県

駒井　伸子 こまい　のぶこ 私と音楽
玉田　智江子 たまだ　ちえこ 精霊

☆ 寺田　まさ子 てらだ　まさこ 明け暗れの夢

埼玉県
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

◎ 青鹿　未奈 あおか　みな home　work 奨励賞
☆ 池田　睦月 いけだ　むつき 挽歌

海老原　俊雄 えびはら　としを 母
小名木　美緒 おなぎ　みお ディノニクス

☆ 尾身　晴香 おみ　はるか 星のうまれる場所
☆ 佐久間　香子 さくま　きょうこ 春の奏で

谷川　将樹 たにかわ　まさき 蠢く心のままに
溝上　紀美 みぞかみ　のりみ 夜気

☆ 光村　八重子 みつむら　やえこ 宙と

千葉県

☆ 荒井　順子 あらい　じゅんこ 前へ
☆ 今村　孔久 いまむら　よしひさ スモモの咲く丘

小川　克子 おがわ　かつこ スケルッオ
落合　初美 おちあい　はつみ 光の窓
迫口　佳代子 さこぐち　かよこ 苑

☆ 立花　大聖 たちばな　だいせい 11月の王国
☆ 中島　恵美子 なかじま　えみこ 兆し

福野　景子 ふくの　けいこ スマトラ　オラウータン
☆ 三谷　紀子 みたに　のりこ 「雪が降ってきた」

東京都

池田　真弓 いけだ　まゆみ 「life-ガラス越しの対話-」
市橋　節子 いちはし　せつこ 芳烈
伊東　正次 いとう　まさつぐ 月下独猿図
太田　芳江 おおた　よしえ 佇む
岡野　陽一 おかの　よういち 春の色

☆ 金　正愛 きむ　じょんえ 慈
☆ 木村　真光 きむら　まさみつ いのちの波
☆ 小井土　尚子 こいど　なおこ 碧いテーブル

小林　道子 こばやし　みちこ つわぶきの咲く頃
小山　次郎 こやま　じろう -賢治考-　十力の金剛石
佐藤　成元 さとう　せいげん 視線
芝原　直木 しばはら　なおき 窓
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

杉原　敏子 すぎはら　としこ イタリア追想
☆ 相馬　みえ子 そうま　みえこ 思慕

武田　登志子 たけだ　としこ お姉ちゃんと
服部　泰一 はっとり　やすかず 白い花
潘　星道 はん　せいどう 残影
伏屋　友賀 ふせや　ゆか くびをながくしてまつ

☆ 星野　宏喜 ほしの　ひろき 勢子魂吽える
前田　尚子 まえだ　ひさこ 侗族の宴
三浦　弘 みうら　ひろし FRUIT　COCKTAIL

☆ 溝口　まりあ みぞぐち　まりあ 不安
持木　珠江 もちき　じゅえ 叡智
米　眞里枝 よね　まりえ ヒロユキと呼ぶ声に
渡辺　明英 わたなべ　あきひで 静寂
渡辺　静子 わたなべ　しずこ 月下

神奈川県

青木　志子 あおき　ゆきこ 雨を待つ
有冨　禎子 ありとみ　さだこ プロメテウスの天秤
有富　洋子 ありとみ　ようこ 視る

☆ 伊藤　美奈子 いとう　みなこ ほめき
稲田　亜紀子 いなだ　あきこ 夜行譜
井上　惠理 いのうえ　えり 春を待つ
大矢　高弓 おおや　たかゆみ うたたね
角田　三美 かくた　みみ 「あるダンサーの恋」

☆ 茅原　栄子 ちはら　えいこ 黄色い家族
櫻井　伸浩　 さくらい　のぶひろ　 椿と猫
清水　航 しみず　こう 飛翔

☆ 杉山　光男 すぎやま　みつお 樹の家
月館　京子 つきだて　きょうこ 帰り路

☆ 長谷川　純子 はせがわ　じゅんこ 赤い花
平松　智子 ひらまつ　ともこ 孤
藤田　麻知世 ふじた　まちよ 縫いあと
山岸　佐江 やまぎし　さえ 少女

◎ 山田　まほ やまだ　まほ MYOKO 新日春賞／山口蓬春記念館賞
☆ 山本　恵 やまもと　めぐみ Ｍ子の猫
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

吉川　綾 よしかわ　あや 香る
若宮　煦子 わかみや　あつこ 水韻

山梨県

堤   春生 つつみ　はるお つごもり
中瀬　敬子 なかせ　よしこ どんぐりの森

長野県

奥原　美智子 おくはら　みちこ 追憶
後藤　良郎 ごとう　よしろう 冬の日
滝澤　佳美 たきざわ　よしみ 夢幻
長坂　節子 ながさか　せつこ 猫モモ．との別れ
松田　絵理 まつだ　えり はざま
村山　久予 むらやま　ひさよ 爽秋
吉田　由美子 よしだ　ゆみこ イナイイナイバア

新潟県

臼井　久雄 うすい　ひさお 海幸

富山県

☆ 稲崎　三千代 いなざき　みちよ 無
岡田　紫音 おかだ　しおん 言葉の源

☆ 川幡　絋嵩 かわばた　ひろたか 風をまつ
小西　安治 こにし　やすじ 遙
坂田　潤世 さかた　じゅんせい ひととき
田中　美喜子 たなか　みきこ 遠ざかる風景
前  都志子 まえ　としこ 驟雨あがる
若崎　文絵 わかさき　ふみえ 翔

☆ 若林　玲子 わかばやし　れいこ 色即是空

石川県
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

岩田　朋恵 いわた　ともえ みてみて。
上口　文治 うえぐち　ぶんじ 夏の終わり

☆ 蛯原　弘福 えびはら　ひろよし 石仏
円地　朋子 えんち　ともこ 精音

☆ 大岸　翔人 おおぎし　つばさ 羽ばたく
☆ 北川　由希恵 きたがわ　ゆきえ 時を刻む

竹内　仁志 たけうち　ひとし 救いの糸
☆ 谷井　里咲 たにい　りさ ふたたび
☆ 仲井　真理子 なかい　まりこ 公園で会おう

宮下　和司 みやした　かずし 道の春

福井県

菅原　史子 すがはら　あやこ 小さな旅

岐阜県

木村　久美 きむら　くみ ファンタジーア
國井　たか子 くにい　たかこ 愛しの風

☆ 佐藤　正子 さとう　まさこ 悠久の鳥
高木　喜美子 たかぎ　きみこ かえり道

☆ 畑佐　勝代 はたさ　かつよ 刻は過ぎる
◎ 林　　真 はやし　しん 鯰 奨励賞

福本　百恵 ふくもと　ももえ 希
☆ 古田　つた代 ふるた　つたよ 季節の中で
☆ 前田　ひとみ まえだ　ひとみ いとおし・・・

宮原　剛 みやはら　つよし 慾
山下　繁 やました　しげる 縹渺
吉田　慶子 よしだ　よしこ コ.コ.ロ.オ.ド.ル.ト.キ.
渡邊　國夫 わたなべ　くにお 棲む

静岡県

☆ 北村　康郎 きたむら　やすろう 悠悠
土屋　良夫 つちや　よしお 想
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

冨田　眞知子 とみた　まちこ ドン

愛知県

池田　英明 いけだ　ひであき 路地
◎ 磯部　絢子 いそべ　じゅんこ 佇む－language－ 奨励賞

伊藤　紀久子 いとう　きくこ 緑の中で
梅村　愛 うめむら　あい 想
大島　宏子 おおしま　ひろこ 窓辺
大前　隆一 おおまえ　りゅういち 川原
岡本　昌子 おかもと　まさこ おみせやさん
神谷　恒行 かみや　つねゆき 鏡池
加村　光子 かむら　みつこ 夢の蕾
吉良　澄 きら　すみ 向日葵
楠　暁子 くすのき　あきこ 祭りの朝
香村　愛子 こうむら　あいこ 望郷
酒井　淺子 さかい　あさこ 爽日
颯田　圭子 さった　けいこ 祈り
佐藤　秋子 さとう　あきこ 刻刻
鈴木　一正 すずき　かずまさ 淡いきらめき
高木　かづ たかぎ　かづ 閑日
竹内　恵利子 たけうち　えりこ はるのひ
竹ノ下　ひさえ たけのした　ひさえ 暮れる

☆ 田宮　加津子 たみや　かずこ 青い空
☆ 都築　洋子 つづき　ようこ 蓮

長瀬　あやみ ながせ　あやみ 蓮
☆ 中野　広子 なかの　ひろこ 天使の詩

沼本　三郎 ぬまもと　さぶろう 移ろいゆく
野村　正二 のむら　しょうじ 南の汽水

☆ 橋本　雅文 はしもと　まさふみ オクトーバーフェスティバル
長谷川　郁子 はせがわ　いくこ 時の流れ
畑中　那智子 はたなか　なちこ 風舞い
福岡　正臣 ふくおか　まさおみ 佇む
福原　康子 ふくはら　やすこ 冬の華
堀田　律子 ほった　りつこ LUPINUS

☆ 松本　和子 まつもと　かずこ 母と子
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

松本　勝子 まつもと　かつこ 叢
◎ 三上　友子 みかみ　ともこ レモン 奨励賞

宮田　淑子 みやた　よしこ ネルソン（1080号機関車）
宮本　脩子 みやもと　ひさこ 日曜日
村田　八千代 むらた　やちよ 鉄塔
森　恵 もり　めぐみ もじゃもじゃのおうじゃ
山本　眞希 やまもと　まき うたかた
山守　良佳 やまもり　よしか 星のない夜

☆ 吉垣　光 よしがき　ひかる 世界の隙間
吉川　咲江 よしかわ　さきえ 黙に
渡邉　智子 わたなべ　ともこ ぎゅっ
輪違　法子 わちがい　のりこ ラブドの朝市

三重県

天野　澄子 あまの　すみこ 風にのって
伊藤　郁子 いとう　いくこ 野に咲く

☆ 岩崎　米彦 いわさき　よねひこ ハーバー・光射す
岸　春美 きし　はるみ あかりちゃん
辻岡　健一 つじおか　けんいち Toledo
寺本　靖子 てらもと　やすこ 夏の畑仕事

☆ 中山　春江 なかやま　はるえ 游
☆ 松岡　和德 まつおか　かずのり 秋光

水谷　勝子 みずたに　かつこ Bd・des Capuchines
☆ 山田　由里 やまだ　ゆり 過ぎし刻

滋賀県

今村　市良 いまむら　いちろう ひっつきむし
☆ 井丸　典子 いまる　のりこ 長等坂

大﨑　多実穂 おおざき　たみお つる草（春に・・・）
大西　健太 おおにし　けんた 七ノ星 灯す花

◎ 齋藤　秀稔 さいとう　ひでとし continue 奨励賞
諏訪　智美 すわ　ともみ 旅立ち
仲川　千秋 なかがわ　ちあき 鮭

☆ 増田　未沙子 ますだ　みさこ 巡る
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

京都府

足立　昌之 あだち　まさゆき 辻の家
池田　亮太 いけだ　りょうた 駐車場

◎ 石田　翔太 いしだ　しょうた intelligence 新日春賞
石橋　吉樹 いしばし　よしき 「朝」
稲田　雅士 いなだ　まさし 午後
猪熊　佳子 いのくま　けいこ イノセントINNOCENT
上田 とも子 うえだ　ともこ 夏の日に
大杉　時子 おおすぎ　ときこ 無尽（レオナルドの生家）
大野　忠司 おおの　ただし 想
奥谷　澄 おくたに　すみ お姉さんの花見

◎ 奥村　絵美 おくむら　えみ 私の庭 奨励賞
春日　俊吾 かすが　しゅんご ふゆにさくはな
上岡　奈苗 かみおか　ななえ 浮雲
河股　幸和 かわまた　ゆきかず 雫
菊池　啓二 きくち　けいじ 春を待つ

☆ 木田　菜摘 きだ　なつみ 麦穂
◎ 木田　雅之 きだ　まさゆき 春 新日春賞

北島　文人 きたじま　ふみひと 好奇心
楠瀬　和子 くすせ　かずこ 佇む

◎ 久原　朝満 くはら　あさみつ 浄化 奨励賞
久保　嶺爾 くぼ　れいじ 芽ぶきの谿
倉元　敏見 くらもと　としみ 日々
黒岩　知里 くろいわ　ちり Doll
小杉　侑未 こすぎ　ゆみ ひぐれ
佐藤　愽子 さとう　ひろこ 塊根植物
島本　純江 しまもと　すみえ 花詩の舞
城野　奈英子 じょうの　なえこ 薊
関　友道 せき　ともみち 地相
宗円　寿子 そうえん　としこ 野に咲く
髙井　弘明 たかい　ひろあき 佇む
髙山　啓史 たかやま　ひろし ノスタルジア
竹内　昌二 たけうち　しょうじ 落日
舘　 満 たち　みつる 畑のある風景
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

中馬　由輔 ちゅうま　ゆうすけ corner
辻野　宗一 つじの　そういち 蘖
戸田　淳也 とだ　じゅんや 玄象の眸
内藤　由郎 ないとう　よしろう 時
中川　多津子 なかがわ　たづこ 流れる
中西　玉蘊 なかにし　たまお 赤い実
中村　七海 なかむら　ななみ 未明
西　敏彦 にし　としひこ トンレサップ湖の子
西垣　勉 にしがき　つとむ 水辺

☆ 西田　鳩子 にしだ　はとこ 白昼
西村　光人 にしむら　こうじん 堤
野々内　茂樹 ののうち　しげき 渓谷
羽溪　了 はたに　さとる この子に
早田　栄美 はやた　ひでみ 春日の碧
福田　寛子 ふくだ　ひろこ たたずむ
堀　左斗美 ほり　さとみ 時刻表はないけれど
堀川　愛依 ほりかわ　あい 寿詞
前田　廣子 まえだ　ひろこ 春を待つ
松岡　里依子 まつおか　りえこ 会

☆ 松下　葵 まつした　あおい 刻
水田　幹子 みずた　みきこ ノゲシ
三輪　淳 みわ　じゅん 囲む
村林　典博 むらばやし　よしひろ 待春

◎ 村山　春菜 むらやま　はるな 天上のゲーム 新日春賞
森　桃子 もり　ももこ 雪解け

◎ 山内　登喜雄 やまうち　ときお 二羽 新日春賞／外務大臣賞
山口　照子 やまぐち　てるこ 夏の日
譲原　嵩文 ゆずりはら　たかふみ lagoon

大阪府

青野　圭花 あおの　けいか 初夏の色
新屋 小百合 あらや　さゆり いつかの
伊藤　日登美 いとう　ひとみ 写音
井上　経倫 いのうえ　けいりん 夜想曲

☆ 岩城　恵美 いわき　めぐみ ちいさいビオトープ
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

恵荘　毬 えそう　まり どうしても思い出してしまうの
江原　三保子 えはら　みほこ 初秋
大谷　佳奈 おおたに　かな 群
帯野　真由美 おびの　まゆみ 彩
笠川　武史 かさがわ　たけし 壁
河上　法子 かわかみ　のりこ 游
神林　久子 かんばやし　ひさこ スプリング・ソング
清田　勝也 きよた　かつや たどる記憶
栗本　奈央子 くりもと　なおこ 集
小谷　光 こたに　ひかる 夜行性

☆ 齋藤　緑 さいとう　みどり 6月20日　みどり2才
齊藤　靖子 さいとう　やすこ 夕景
澤田　久仁子 さわだ　くにこ 夜の訪問者

☆ 芝村　春世 しばむら　はるよ 跿
鈴木　篤子 すずき　あつこ 刻
瀬山　由起子 せやま　ゆきこ 夏の終わりに
髙井　正香 たかい　まさこ 日輪

☆ 宅和　寿子 たくわ　としこ 軌跡
玉城　忍 たまき　しのぶ 刻
堤野　倫子 つつみの　のりこ 樹

☆ 渡田　智佳 とだ　ちか 3月8日
友井　康嗣 ともい　こうじ 梅

☆ 中川　翔太 なかがわ　しょうた 挑ム
中竹　毬子 なかたけ　まりこ 里
西野　千惠子 にしの　ちえこ いぶき

☆ 西本　実紀 にしもと　みゆき 跡形
☆ 野口　文子 のぐち　ふみこ 草韻

濱田　卓也 はまだ　たくや 演
林　陽子 はやし　ようこ 刻
廣瀬　三都子 ひろせ　みつこ 瞬

☆ 藤本　恵理子 ふじもと　えりこ 回想
☆ 古川　功晟 ふるかわ　かつあき 祭

房　拓弥 ぼう　たくや 山道
細見　香都子 ほそみ　かずこ トルコの壺

◎ 堀中　彰夫 ほりなか　あきお 机上のアート 奨励賞
前川　和之 まえかわ　かずゆき 森の時間
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

前野　民子 まえの　たみこ 時のほとり
正木　はるみ まさき　はるみ 五叉路
三谷　慶子 みたに　けいこ ある夏の日

◎ 向井　麻美 むかい　あさみ 体温 奨励賞
☆ 村瀬　雅子 むらせ　まさこ 羽繕い

山際　倭文子 やまぎわ　しずこ 山里
☆ 渡邊　舞子 わたなべ　まいこ 乖離

兵庫県

☆ 会見　貫太朗 あいみ　かんたろう 冬
熱田　守 あつた　まもる Since ancient times （17）
五十嵐　佳容 いがらし　かよ des frѐres （ジャガー）

☆ 岩田　邦佑 いわた　くにひろ 宵
☆ 内海　ひさや うつみ　ひさや 郡

遠藤　隆稔 えんどう　たかとし 刻
岸  律子 きし　りつこ 爽苑
小島　香 こじま　かおり 海の幸
兒玉　佐枝子 こだま　さえこ 扉
佐藤　博子 さとう　ひろこ 休日
杉江　喆子 すぎえ　てつこ 太古の記憶

☆ 高山　滉平 たかやま　こうへい 約束の日に
田中　達也 たなか　たつや 再生
那須　ちひろ なす　ちひろ 春を待つ
西坂　省三 にしさか　しょうぞう 静かな風景
西村　芳恵 にしむら　よしえ 待ちわびる
廣岡　通正 ひろおか　みちまさ 蛍
前田　恭子 まえだ　きょうこ 春告草
水野　宏 みずの　ひろし 発車を待つ

☆ 皆川　憲子 みながわ　のりこ 午後の道しるべ
森田　美子 もりた　よしこ ひたすら
吉川　冨美子 よしかわ　ふみこ 想い

奈良県

尾村　美津子 おむら　みつこ 樹間
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

☆ 金澤　翔平 かなざわ　しょうへい 雲と蒼天
岸本　志津 きしもと　しづ 陽のあたるとき
白川　奈央子 しらかわ　なおこ 鳥の池
平尾　嘉宏 ひらお　よしひろ 水鏡
福田　季生 ふくだ　きはる 花ごもり
米倉　麻未 よねくら　まみ Stardust

和歌山県

土長　けい つちなが　けい African　Drums

鳥取県

岸本　章 きしもと　あきら 鮫を描く少年

島根県

☆ 伊藤　圭子 いとう　けいこ 夕雫
清水　誠子 しみず　せいこ 今朝の秋
内藤　博信 ないとう　ひろのぶ 相
中村　康二 なかむら　こうじ 万華鏡
浜村　厚子 はまむら　あつこ 晩秋の古民家

☆ 原　邦子 はら　くにこ おじいちゃん
広田　あつ子 ひろた　あつこ 文月の雨
福間　小夜子 ふくま　さよこ 静かな刻
福間　美智子 ふくま　みちこ 御神鶏

◎☆ 三島　京子 みしま　きょうこ 女 新人賞
☆ 森脇　純子 もりわき　じゅんこ ブーケ

吉岡　珠恵 よしおか　たまえ お・で・か・け
☆ 米原　ひろこ よねはら　ひろこ 寒明

岡山県

石井　和江 いしい　かずえ ママ・・・待って
☆ 大田　祐子 おおた　ゆうこ なまこ壁のある町
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

大原　妙美 おおはら　たえみ フェスティバル
☆ 岡本　徳子 おかもと　さとこ 草々

小河原　和子 おがわら　かずこ 収穫
小坂　博子 こさか　ひろこ トマト
小見山　紀子 こみやま　のりこ 過ぎゆく夏
小山　利子 こやま　としこ 二胡のしらべ
玉置　里美 たまき　さとみ 実芭蕉
中村　喬雄 なかむら　たかお 気配
西﨑　節子 にしざき　せつこ 憩う
藤本　理恵子 ふじもと　りえこ 現

☆ 堀川　節子 ほりかわ　せつこ 冬の華
☆ 的場　弘司 まとば　ひろし 蜘蛛の糸

三宅　淑子 みやけ　としこ 目覚め
山田　浩子 やまだ　ひろこ 朝霧
横林　佳代子 よこばやし　かよこ 悠

広島県

☆ 井上　三枝子 いのうえ　みえこ 郷愁
井上　律子 いのうえ　りつこ 雨あがる－卒業
田中　文恵 たなか　ふみえ 虎杖
徳永　恂子 とくなが　じゅんこ 鎮魂

☆ 渡辺　里美 わたなべ　さとみ 古代へ

山口県

佐伯　千尋 さえき　ちひろ 「結」

徳島県

秋月　ヒサヨ あきづき　ひさよ 老壁
岩脇　惠子 いわわき　けいこ 刻
土方　るみ子 ひじかた　るみこ 軌跡

香川県
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

須和　千晴 すわ　ちはる 刻
髙橋　フクヱ たかはし　ふくえ 鶏頭

☆ 中野　伽科 なかの　とぎしな 冬木立

高知県

松本　美枝 まつもと　みえ 初夏の朝に咲く

福岡県

石井　清子 いしい　きよこ dream
☆ 大石　恵理子 おおいし　えりこ 聖夜

岡本　文子 おかもと　あやこ Debut
奥苑　和司 おくぞの　かずし 航跡（海の詩）
栗焼　葉子 くりやき　ようこ 夏の夢

☆ 佐藤　龍雄 さとう　たつお 水温む頃
☆ 田中　やよい たなか　やよい おひさまの匂い

中村　洋子 なかむら　ようこ 遥かな刻

熊本県

石川 美由紀 いしかわ　みゆき 咲く想い
一木　恵里 いちき　えり 下町の補正屋
稲葉　未来 いなば　みき 鐘鳴る街の片隅で
緒方　恵 おがた　めぐみ 惜夜
榊原　美紀 さかきばら　みき 干したこ
佐藤　加奈 さとう　かな 夢の境
中園　ゆう子 なかぞの　ゆうこ 春を装う

☆ 中村　妃菜 なかむら　ひな 昼下り
☆ 村上　明花里 むらかみ　あかり 在ること

森　梓 もり　あずさ 蕾

鹿児島県
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◎受賞者　☆初入選者
都道府県 氏　名 ふりがな 画　題 受賞名

大谷　喜郎 おおたに　よしろう 生命の水
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