
過去のとやま賞受賞者一覧

受賞回 受賞年度 部門 分野 専門領域 氏名 受賞時の所属等 受賞時の役職
第1回 昭和５９年度 学術研究 医薬 生理学 福田　正治 富山医科薬科大学 医学部 助手
第1回 昭和５９年度 学術研究 理工 地球科学 丸山　茂徳 富山大学 教育学部 助手
第1回 昭和５９年度 発明発見 漁法開発 酒井　光雄 酒井漁業グループ 代表
第1回 昭和５９年度 芸術文化 ピアノ 岡田　博美 ピアニスト
第1回 昭和５９年度 芸術文化 吹奏楽 富山県立富山商業高等学校　吹奏楽部

第1回 昭和５９年度 スポーツ 漕　艇 富山県立ハ尾高等学校　漕艇部
第２回 昭和６０年度 学術研究 人文社会 言語学 今西典子 お茶の水女子大学 文教育学部 講師
第２回 昭和６０年度 学術研究 医薬 薬学 高畑　廣紀 富山医科薬科大学 薬学部 助手
第２回 昭和６０年度 学術研究 理工 生物学 布村　昇 富山市科学文化センター 主任学芸員
第２回 昭和６０年度 学術研究 理工 物理学 平山　実 富山大学 理学部 助教授
第２回 昭和６０年度 芸術文化 ヴァイオリン 堀　　正文 NHK交響楽団 コンサートマスター
第２回 昭和６０年度 スポーツ 柔　道 出口　達也 筑波大学 研究生
第３回 昭和６１年度 学術研究 医薬 生物工学 川人　光男 大阪大学　 基礎工学部 助手
第３回 昭和６１年度 学術研究 医薬 薬学 横澤　隆子 富山医科薬科大学 和漢薬研究所 助手
第３回 昭和６１年度 発明発見 翻訳ソフト開発 石川　　准 東京大学大学院 博士課程
第３回 昭和６１年度 芸術文化 演劇 財団法人国際舞台芸術研究所
第３回 昭和６１年度 芸術文化 絵画 戸出　喜信 洋画家
第３回 昭和６１年度 スポーツ 相　撲 琴ケ梅剛史 日本相撲協会　 佐渡ケ嶽部屋
第３回 昭和６１年度 スポーツ 野　球 富山県立新湊高等学校　野球部
第４回 昭和６２年度 学術研究 医薬 基礎医学 山本　健一 金沢大学 がん研究所 助教授
第４回 昭和６２年度 学術研究 理工 生物学 笹山　雄一 富山大学 理学部 助手
第４回 昭和６２年度 発明発見 ｾﾝｻｰ技術開発 谷野　克巳 県工業技術センター 主任研究員
第４回 昭和６２年度 芸術文化 彫刻 米林　雄一 東京芸術大学　 美術学部 助教授
第４回 昭和６２年度 芸術文化 トランペット 杉木　峯夫 東京芸術大学 助教授
第４回 昭和６２年度 スポーツ 水泳 河原　　泉 藤園女子高等学校（3年）バタフライ
第５回 昭和６３年度 学術研究 医薬 医　学 浜崎　智仁 富山医科薬科大学 第一内科 講師
第５回 昭和６３年度 学術研究 理工 電子工学 上羽　　弘 富山大学 工学部 助教授
第５回 昭和６３年度 発明発見 雪観測システム 村本健一郎 富山工業高等専門学校 助教授
第５回 昭和６３年度 芸術文化 歌劇 剣　　幸 宝塚歌劇団　月組
第５回 昭和６３年度 芸術文化 尺八 石垣　征山 尺八演奏家
第５回 昭和６３年度 スポーツ 水泳 小野　郁 富山県立富山女子高等学校 背泳
第６回 平成元年度 学術研究 医薬 医　学 佐藤　　悠 富山医科薬科大学 医学部 助教授
第６回 平成元年度 学術研究 医薬 地球科学 川崎　一朗 富山大学 理学部 助教授
第６回 平成元年度 学術研究 理工 応用生物化学 土肥　義治 東京工業大学　 資源化学研究所 助教授
第６回 平成元年度 芸術文化 日本画 尾長　良範 日本画家
第６回 平成元年度 芸術文化 彫刻 熊谷喜美子 彫刻家
第６回 平成元年度 スポーツ 漕　艇 坂田　昌弘 株式会社インテック
第７回 平成２年度 学術研究 医薬 分子遺伝学 磯部　正治 富山医科薬科大学 和漢薬研究所 助手
第７回 平成２年度 学術研究 理工 物理学 清水　建次 富山大学 教育学部 助教授
第７回 平成２年度 発明発見 高分子複合材料の開発 坪川　紀夫 新潟大学 工学部 助教授
第７回 平成２年度 芸術文化 トロンボーン 秋山　鴻市 ＮＨＫ交響楽団 バス・トロンボーン奏者
第７回 平成２年度 芸術文化 演芸 立川志の輔 落語家 立川談志門下
第７回 平成２年度 スポーツ ホッケー 富山県立石動高等学校　女子ホッケー部

第８回 平成３年度 学術研究 医薬 薬物・天然物化学 平井　美朗 富山大学 理学部 助教授
第８回 平成３年度 学術研究 理工 有機合成化学 村上　正浩 京都大学 工学部 助手
第８回 平成３年度 学術研究 人文社会 社会言語学 真田　信治 大阪大学　 文学部 助教授
第８回 平成３年度 芸術文化 日本画 岡田　繁憲 日本画家
第８回 平成３年度 芸術文化 スペースデザイン 岡崎　　忍 華道家・スペースデザイナー
第９回 平成４年度 学術研究 医薬 医学･解剖学 篠原　沿道 富山医科薬科大学 医学部 講師
第９回 平成４年度 学術研究 理工 生物学 小松美英子 富山大学 理学部 助教授
第９回 平成４年度 学術研究 理工 生物化学工学 田谷　正仁 大阪大学　 基礎工学部 助教授
第９回 平成４年度 芸術文化 舞踊 可西晴香 舞踊家（可西舞踊研究所）
第９回 平成４年度 芸術文化 漫画 花咲アキラ 漫画家
第９回 平成４年度 スポーツ 漕艇・シングルスカル 西田　孝啓 富山国際大学 1年生

1



過去のとやま賞受賞者一覧

受賞回 受賞年度 部門 分野 専門領域 氏名 受賞時の所属等 受賞時の役職
第１０回 平成５年度 学術研究 医薬 医学･病理学 岡田　保典 金沢大学 医療技術短期大学部 助教授
第１０回 平成５年度 学術研究 医薬 生化学 黒崎　文也 富山医科薬科大学 薬学部 助教授
第１０回 平成５年度 学術研究 理工 応用微生物学 浅野泰久 富山県立大学 工学部 助教授
第１０回 平成５年度 学術研究 理工 生物有機化学 松郷　誠一 富山大学 工学部 助教授
第１０回 平成５年度 芸術文化 合唱 富山県立高岡女子高等学校　合唱部

第１０回 平成５年度 スポーツ 漕　艇 株式会社インテック　漕艇部
第１１回 平成６年度 学術研究 医薬 医　学 平島　　豊 富山医科薬科大学 脳神経外科 講師
第１１回 平成６年度 学術研究 医薬 薬学 寺崎　哲也 東京大学　 薬学部 助教授
第１１回 平成６年度 学術研究 理工 物理学 長谷川幸雄 京都大学 工学部メゾ材料研究センター 助教
第１１回 平成６年度 発明発見 電磁波動計測器の開発 岡田　敏美 富山県立大学 工学部 助教授
第１１回 平成６年度 芸術文化 チェロ 浅岡　洋平 チェロ奏者
第１１回 平成６年度 スポーツ アメリカンフットボール 東海　辰弥 アサヒビール株式会社
第１２回 平成７年度 学術研究 医薬 医　学 木山　博資 大阪大学 医学部 准教授
第１２回 平成７年度 学術研究 医薬 医　学 松井　寿夫 富山医科薬科大学 整形外科学 講師
第１２回 平成７年度 学術研究 理工 理工学 樋口　弘行 富山大学 理学部 助教授
第１２回 平成７年度 学術研究 理工 物理学 長谷　正司 理化学研究所 基礎科学特別研究員 基礎科学特別研究員
第１２回 平成７年度 芸術文化 洋画 安達　博文 高岡短期大学 助教授
第１２回 平成７年度 スポーツ 漕　艇 赤丸　裕樹 日本大学 経済学部 学生
第１３回 平成８年度 学術研究 理工 物理学 萩行　正憲 大阪大学　 超伝導エレクトロニクス研究センター 助教授
第１３回 平成８年度 学術研究 人文社会 教育心理学 麻柄　啓一 千葉大学 教育学部 助教授
第１３回 平成８年度 発明発見 ゾーンプレート干渉計の開発 野村　　悛 富山県立大学 工学部 助教授
第１３回 平成８年度 芸術文化 サクソフォン 雲井　雅人 レサクソフオーン奏者
第１３回 平成８年度 スポーツ バドミントン 富山県立高岡女子高等学校　バドミントン部

第１４回 平成９年度 学術研究 医薬 医学･脳神経外科 松居　　徹 埼玉医科大学 総合医療センター　脳神経外科 助教授
第１４回 平成９年度 学術研究 理工 地球科学 酒井　英男 富山大学 理学部地球科学科 助教授
第１４回 平成９年度 発明発見 ロボット 柴田　崇徳 マサチューセッツ工科大学 人工知能研究所 研究員
第１４回 平成９年度 芸術文化 ヴァイオリン 山本　　薫 ヴァイオリン奏者
第１４回 平成９年度 芸術文化 吹奏楽 富山県立高岡商業高等学校　吹奏楽部

第１４回 平成９年度 スポーツ 陸上競技 大森盛一 ミズノ株式会社
第１５回 平成１０年度 学術研究 医薬 和漢薬 黒川　昌彦 富山医科薬科大学 医学部ウイルス学科 助教授
第１５回 平成１０年度 学術研究 理工 物理学 谷森　　達 東京工業大学　 理学部物理学科 助教授
第１５回 平成１０年度 学術研究 理工 社会工学・交通工学 中川　　大 京都大学大学院 メゾ材料研究センター 助教授
第１５回 平成１０年度 芸術文化 チェロ 大澤　　明 オーケストラ・アンサンブル金沢 チェロ奏者
第１５回 平成１０年度 芸術文化 トランペット 高橋　　敦 新星日本交響楽団 アシスタント首席トランペット奏者

第１５回 平成１０年度 スポーツ サッカー 柳沢　敦 Ｊリーグ　鹿島アントラーズ
第１６回 平成１１年度 学術研究 医薬 歯学 脇坂　聡 大阪大学 歯学部 助教授
第１６回 平成１１年度 学術研究 理工 生体触媒化学 大利　徹 富山県立大学 工学部 助教授
第１６回 平成１１年度 学術研究 理工 化学・触媒開発 藤谷　忠博 資源開発環境技術総合研究所 主任研究官
第１６回 平成１１年度 芸術文化 洋舞 和田　伊通子 和田朝子舞踊研究所 舞踊教師
第１６回 平成１１年度 スポーツ 陸上競技 森長　正樹 株式会社ゴールドウイン
第１７回 平成１２年度 学術研究 医薬 心臓外科 渡邊　剛 富山医科薬科大学 第一外科 助教授
第１７回 平成１２年度 学術研究 医薬 脳神経外科学 若林　孝一 弘前大学 医学部脳神経血管病態研究施設 教授
第１７回 平成１２年度 学術研究 理工 分析化学 宮部　寛志 富山大学 教育学部 助教授
第１７回 平成１２年度 芸術文化 映画 本木　克英 松竹株式会社 映画監督
第１７回 平成１２年度 スポーツ ホッケー 株式会社ゴールドウイン　女子ホッケー部

第１７回 平成１２年度 スポーツ 水泳 荒瀬　洋太 筑波大学、富山スイミングパレス
第１８回 平成１３年度 学術研究 医薬 免疫遺伝学 佐藤　秋絵 マックスプランク研究所 免疫遺伝学部門 グループリーダー
第１８回 平成１３年度 学術研究 医薬 薬物生理学 酒井　秀紀 富山医科薬科大学 薬学部薬物生理学講座 助教授
第１８回 平成１３年度 学術研究 医薬 耳鼻咽喉科学 吉崎　智一 金沢大学 医学部附属病院 講師
第１８回 平成１３年度 学術研究 理工 ゲノム科学 髙見　英人 海洋科学技術センター グループリーダー
第１８回 平成１３年度 芸術文化 ガラス造形 渋谷　良治 富山ガラス造形研究所 教授
第１８回 平成１３年度 スポーツ サッカー 富山第一高校　サッカー部
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受賞回 受賞年度 部門 分野 専門領域 氏名 受賞時の所属等 受賞時の役職
第１９回 平成１４年度 学術研究 医薬 生殖内分泌学 笹川　五十次 山形大学 医学部泌尿器科 講師
第１９回 平成１４年度 学術研究 医薬 生物有機化学 菊地　和也 東京大学大学院 薬学系研究科 助教授
第１９回 平成１４年度 学術研究 理工 航空宇宙学 泉田　啓 金沢大学 工学部 助教授
第１９回 平成１４年度 学術研究 理工 核物理学 若狭　智嗣 大阪大学 核物理研究センター 助手
第１９回 平成１４年度 スポーツ バドミントン トナミ運輸株式会社　バドミントン部
第２０回 平成１５年度 学術研究 医薬 代謝･内分泌学 笹岡　利安 富山医科薬科大学大学院 薬学研究科 助教授
第２０回 平成１５年度 学術研究 医薬 脳神経外科学 中田　光俊 金沢大学 医学部附属病院 助手
第２０回 平成１５年度 学術研究 理工 微生物学 加藤　康夫 富山県立大学 工学部 助教授
第２０回 平成１５年度 芸術文化 映画 杉森　秀則 映画監督
第２０回 平成１５年度 スポーツ ハンドボール 富山県立氷見高校　男子ハンドボール部

第２１回 平成１６年度 学術研究 医薬 神経生化学 奥田　隆志 ロンドン大学 MRC分詞細胞生物学部門 研究員
第２１回 平成１６年度 学術研究 医薬 薬物生理学 五十里　彰 静岡県立大学 薬学部 助手
第２１回 平成１６年度 学術研究 理工 物性物理学 福原　忠 富山県立大学 工学部 助教授
第２１回 平成１６年度 学術研究 理工 液晶学 宮下　哲哉 東北大学大学院 工学研究科 助教授
第２１回 平成１６年度 芸術文化 木彫工芸 川原　正士 木彫工芸家
第２２回 平成１７年度 学術研究 医薬 神経科学 川原　茂敬 東京大学大学院　 薬学系研究科 助教授
第２２回 平成１７年度 学術研究 医薬 神経内科学 小野賢二郎 金沢大学医学部附属病院 神経内科 医員
第２２回 平成１７年度 学術研究 理工 凝縮系物理学 永崎　　洋 独立行政法人産業技術総合研究所 主任研究員
第２２回 平成１７年度 発明発見 高機能性アルミニウム材料の開発 松田　健二 富山大学 工学部 助教授
第２２回 平成１７年度 スポーツ カヌー 北本　忍 財団法人富山県体育協会 スポーツ専門員
第２３回 平成１８年度 学術研究 医薬 薬品製造学 松谷裕二 富山大学 薬学部 助手
第２３回 平成１８年度 学術研究 医薬 整形外科学 川口善治 富山大学附属病院 講師
第２３回 平成１８年度 学術研究 理工 物性物理学 片山　芳則 独立行政法人日本原子力研究開発機構 主任研究員
第２３回 平成１８年度 学術研究 人文社会 アメリカ研究 竹谷　悦子 筑波大学大学院　 人文社会科学研究科 助教授
第２３回 平成１８年度 スポーツ スピードスケート 田畑　真紀 ダイチ株式会社
第２４回 平成１９年度 学術研究 医薬 免疫発生学 山下　政克 千葉大学医学研究院　 免疫発生学 准教授
第２４回 平成１９年度 学術研究 理工 地球化学･海洋学 張　　勁 富山大学大学院 理工学研究部(理系) 准教授
第２４回 平成１９年度 学術研究 人文社会 歴史学 福江　　充 富山県［立山博物館］ 主任学芸員
第２４回 平成１９年度 芸術文化 筝 黒川　真理 黒川邦楽院 学院長
第２４回 平成１９年度 スポーツ 柔　道 富山県立小杉高等学校　女子柔道部

第２５回 平成２０年度 学術研究 医薬 分子生物学 加藤　幸成 テキサス大学 MDアンダーソン癌センター 研究員
第２５回 平成２０年度 学術研究 医薬 機能物質化学 阿部　　肇 富山大学大学院 医学薬学研究部 助教
第２５回 平成２０年度 学術研究 理工 磁気科学 廣田　憲之 独立行政法人物質・材料研究機構 研究員
第２５回 平成２０年度 発明発見 応用物理学 百生　　敦 東京大学大学院　 新領域創成科学研究科 助教授
第２５回 平成２０年度 芸術文化 映画 細田　守 映画監督
第２６回 平成２１年度 学術研究 理工 植物分子遺伝学 井澤　　毅 (独)農業生物資源研究所 植物科学研究領域及び基盤科学研究領域 上級研究員
第２６回 平成２１年度 学術研究 医薬 神経科学 大塚　稔久 富山大学大学院 医学薬学研究部 准教授
第２６回 平成２１年度 芸術文化 映画 市井　昌秀 映画監督
第２６回 平成２１年度 スポーツ 競　歩 山崎　勇喜 長谷川体育施設株式会社
第２７回 平成２２年度 学術研究 医薬 遺伝子治療学 田澤　大 岡山大学病院 遺伝子・細胞治療センター 助教
第２７回 平成２２年度 学術研究 医薬 神経科学 恒枝　宏史 富山大学大学院 医学薬学研究部 准教授
第２７回 平成２２年度 学術研究 理工 フォトニクス 吉田　真人 東北大学　 電気通信研究所 助教
第２７回 平成２２年度 学術研究 人文社会 国文学 新谷　秀夫 高岡市万葉歴史館 総括研究員 主幹
第２７回 平成２２年度 発明発見 生物工学 尾中　宏康 富山県立大学 工学部生物工学科 講師
第２８回 平成２３年度 学術研究 医薬 生物有機化学 藤本　和久 富山大学大学院 医学薬学研究部（薬学） 助教
第２８回 平成２３年度 学術研究 理工 地球科学 大林　政行 （独）海洋研究開発機構 主任研究員
第２８回 平成２３年度 学術研究 人文社会 国際法学 水島　朋則 名古屋大学大学院 法学研究科 准教授
第２８回 平成２３年度 科学技術 微生物工学 福居　俊昭 東京工業大学大学院 生命理工学研究科 准教授
第２８回 平成２３年度 スポーツ スピードスケート 穂積　雅子 ダイチ株式会社
第２９回 平成２４年度 学術研究 医薬 免疫学 長井　良憲 富山大学大学院 医学薬学研究部（医学） 客員准教授
第２９回 平成２４年度 学術研究 理工 発生生物学 鎌倉　昌樹 富山県立大学 工学部生物工学科 講師
第２９回 平成２４年度 学術研究 理工 有機合成化学 堀野　良和 富山大学大学院 理工学研究科（工学） 助教
第２９回 平成２４年度 文化･芸術 声楽 小林　大祐 富山県オペラ協会 参与
第２９回 平成２４年度 スポーツ 柔道 田知本　愛 綜合警備保障株式会社
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過去のとやま賞受賞者一覧

受賞回 受賞年度 部門 分野 専門領域 氏名 受賞時の所属等 受賞時の役職
第３０回 平成２５年度 学術研究 医薬 生化学 金山　朱里 昭和大学 医学部生化学講座 講師
第３０回 平成２５年度 学術研究 医薬 代謝学 和田　努 富山大学大学院 医学薬学研究部（薬学） 講師
第３０回 平成２５年度 学術研究 理工 基礎ゲノム科学 前多　裕介 京都大学 白眉センター 特定助教
第３０回 平成２５年度 学術研究 理工 燃料電池 脇坂　暢 山梨大学 燃料電池ナノ材料研究センター 特任准教授
第３０回 平成２５年度 スポーツ バドミントン 佐々木　翔 トナミ運輸株式会社
第３１回 平成２６年度 学術研究 医薬 免疫学 小澤　龍彦 富山大学大学院 医学薬学研究部(医学) 助教
第３１回 平成２６年度 学術研究 理工 分子分光学 小林　かおり 富山大学大学院 理工学研究部(理系) 准教授
第３１回 平成２６年度 学術研究 人文社会 音楽学 大愛　崇晴 同志社大学 文学部美術芸術学科 准教授
第３１回 平成２６年度 文化・芸術 日本画 髙島　圭史 富山大学 芸術文化学部 准教授
第３１回 平成２６年度 スポーツ レスリング 登坂　絵莉 至学館大学 学生
第３２回 平成２７年度 学術研究 医薬 精神医学 高橋　　努 富山大学大学院 　 医学薬学研究部 准教授
第３２回 平成２７年度 学術研究 医薬 生化学 古澤　之裕 富山県立大学 生物学教室 講師
第３２回 平成２７年度 学術研究 理工 植物分子生物学 池田（樋口）美穂 埼玉大学大学院 　 理工学研究科 准教授
第３２回 平成２７年度 学術研究 人文社会 音楽文化 奧波　一秀 日本女子大学 人間社会学部　 准教授
第３２回 平成２７年度 文化・芸術 音楽（オペラ） 澤武　紀行 フリーランス･テノールソリスト、二期会
第３３回 平成２８年度 学術研究 医薬 免疫学 米谷　耕平 マックスプランク研究所 免疫学・エビジェネティックス学研究所 ポスドク研究員
第３３回 平成２８年度 学術研究 医薬 薬理学 宝田　剛志 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 生体機能制御科学専攻 組織機能修復学分野 独立准教授
第３３回 平成２８年度 学術研究 理工 植物生化学 野村　泰治 富山県立大学 工学部 生物工学科 講師
第３３回 平成２８年度 学術研究 人文社会 認知科学･教育心理学 清河　幸子 名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 准教授
第３３回 平成２８年度 スポーツ 競歩 谷井　孝行 防衛省　自衛隊体育学校 陸上班　
第３４回 平成２９年度 学術研究 医薬 薬学 中瀬　生彦 大阪府立大学 研究推進機構21世紀科学研究センターNanoSquare拠点研究所 特別講師
第３４回 平成２９年度 学術研究 理工 蛋白質科学、生物物理学、生化学 伊野部　智由 富山大学大学院 理工学研究部（工学） 准教授
第３４回 平成２９年度 学術研究 人文社会 日本語学、方言学 小西　いずみ 広島大学大学院 教育学研究科 准教授
第３４回 平成２９年度 科学技術 植物由来高付加価値機能材料 竹井　敏 富山県立大学 工学部機械システム工学科　 准教授
第３４回 平成２９年度 スポーツ 柔道 田知本　遥 ALSOK綜合警備保障(株)
第３５回 平成３０年度 学術研究 医薬 疾患病態治療学 片岡　雅晴 慶應義塾大学 医学部循環器内科 講師
第３５回 平成３０年度 学術研究 理工 化学 山村　正樹 富山県立大学 工学部教養教育 准教授
第３５回 平成３０年度 学術研究 人文社会 心理学 坪見　博之 富山大学 人文学部 准教授
第３５回 平成３０年度 学術研究 人文社会 刑事法学 野澤　充 九州大学大学院 法学研究院 准教授
第３５回 平成３０年度 文化・芸術 声楽 森　雅史 東京二期会（オペラ歌手）、名古屋音楽大学（専任講師）

第３６回 令和元年度 学術研究 医薬 免疫学 小林　栄治 富山大学大学院 　 医学薬学研究部(医学) 助教
第３６回 令和元年度 学術研究 理工 物理化学 石山　達也 富山大学大学院 理工学研究部（工学） 准教授
第３６回 令和元年度 学術研究 理工 ケミカルバイオロジー 多喜　正泰 名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 特任准教授
第３６回 令和元年度 科学技術 放射線診断学、呼吸器 田中　利恵 金沢大学 医薬保健研究域保健学系 准教授
第３６回 令和元年度 文化･芸術 タニノクロウ 庭劇団ペニノ 劇作家・演出家
第３７回 令和２年度 学術研究 医薬 消化器外科 牧野　知紀 大阪大学大学院 医学系研究科 助教
第３７回 令和２年度 学術研究 理工 光工学 小澤　祐市 東北大学 多元物質科学研究所 准教授
第３７回 令和２年度 科学技術 高分子材料化学 遠藤　洋史 富山県立大学 工学部 准教授
第３７回 令和２年度 文化･芸術 彫刻 森田　一成 日展、日彫会、富山県彫刻家連盟
第３７回 令和２年度 文化･芸術 建築 横山　天心 富山大学 芸術文化学部 准教授
第３７回 令和２年度 スポーツ バドミントン 保木卓朗･小林優吾　ペア トナミ運輸株式会社
第３８回 令和３年度 学術研究 医薬 臨床循環器内科学 今村　輝彦 富山大学附属病院 第二内科 講師
第３８回 令和３年度 学術研究 医薬 脳神経外科 木下　雅史 金沢大学 医薬保健研究域医学系 講師
第３８回 令和３年度 学術研究 理工 有機合成化学 小池　隆司 日本工業大学 基幹工学部応用化学科 准教授
第３８回 令和３年度 学術研究 理工 有機化学、高分子化学 小山　靖人 富山県立大学 工学部医薬品工学科 教授 ※応募時は准教授
第３８回 令和３年度 文化･芸術 現代短歌 黒瀬　珂瀾 未来短歌会、現代歌人協会 未来短歌会選者
第３９回 令和４年度 学術研究 医薬 整形外科、運動器病学 箭原　康人 大阪大学 世界最先端研究機構免疫学フロンティア研究センター 特任准教授
第３９回 令和４年度 学術研究 理工 土壌生態学 藤井　一至 国立研究開発法人森林研究・整備機構 主任研究員
第３９回 令和４年度 学術研究 人文社会 文学、アメリカ文学、日系アメリカ文学、移民研究 水野　真理子 富山大学 教養教育院 准教授
第３９回 令和４年度 科学技術 環境分析化学 谷保　佐知 国立研究開発法人産業技術総合研究所 研究グループ長
第３９回 令和４年度 科学技術 振動音響工学 寺島　　修 富山県立大学 工学部機械システム工学科　 准教授
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