
賞　名 作者 号 詩題
住所

1 最優秀賞・諸橋轍次賞
恒松　景子 白流 奥多摩湖 東京都あきる野市

2 県知事賞
佐倉　冨男 旭學 秋夜旅情 京都府京都市

3 優秀賞・三条市長賞
有泉　一征 煌坡 元朝觴詠 山梨県西八代郡

4 優秀賞・中華人民共和国駐新潟総領事館賞
髙田　不二夫 登犬山城樓 愛知県江南市

5 優秀賞・大修館書店賞
安田　裕子 船遊大聖寺川 石川県小松市

6 優秀賞・鈴木虎雄賞 近藤　亮 亮相
燕子遠游
燕中等敎育學校的遠足郊游

新潟県燕市

7 優秀賞・小柳司氣太賞
大橋　健治 虹堂 贈呈式有感 新潟県新潟市

8 優秀賞・桂湖村賞
渡辺　敦 荻城 梅雨吟行 新潟県新潟市

9 奨励賞・読売新聞新潟支局賞
中西　敏 炎夏午睡 鳥取県鳥取市

10 奨励賞・朝日新聞新潟総局賞
大原　真理子 紅山櫻遇雪 神奈川県横浜市

11 奨励賞・毎日新聞新潟支局賞
増岡　康毅 光風 送友歸鄕 福岡県直方市

12 奨励賞・新潟日報社賞
小林　正志 震災後漁船初入港 東京都中野区

13 奨励賞・三條新聞社賞
吉田　正禄 李山 展長禪寺止軒先生墓 新潟県三条市

14 奨励賞・越後ジャーナル社賞
鈴木　雅敏 孤雲 上峨眉山 新潟県三条市

15 奨励賞・ＮＨK新潟放送局賞
塩澤　一保 芒人 塩尻短歌館贈先考遺歌集 長野県茅野市

16 奨励賞・BＳN新潟放送賞
横山　信夫 懷考妣 京都府京都市

17 奨励賞・NST賞
中越　真樹子 玉樹 好春山雉遭遇 高知県香美市

18 奨励賞・TeNYテレビ新潟賞
松井　治美 想朋友 山梨県韮崎市

19 奨励賞・UX新潟テレビ21賞
細川　嘉德 嘉水 訪五合庵 福井県福井市

　　入賞者　　　　　　一般の部



20
特別功労者賞 山本　寛 聖賢 遊佐州 新潟県新潟市

21
特別賞・最高齢入選者 多田　良之 良閑 九十五老偶感 徳島県阿南市

1 秀作賞
藤原　稔 容海 中秋夜景 高知県高知市

2 秀作賞
山田　友裕 看櫻花 愛知県知多郡

3 秀作賞
福島　辰郎 梅邨 春遊 群馬県高崎市

4 秀作賞
山澤　純一 中國張家界雨後 鳥取県鳥取市

5 秀作賞
亀谷　勝子 鶯風 望阿蘇中嶽 福岡県直方市

6 秀作賞
本田　裕志 紫照 秋夜懷友 大阪府枚方市

7 秀作賞
山崎　幸雄 摂岭 賽智恩院 兵庫県豊岡市

8 秀作賞
山川　治 藍田 憶良寛 徳島県阿南市

9 秀作賞
小須田　敦子 藝舟 雨中送春 群馬県尾甘楽郡

10 秀作賞
清水　美和 鶴聖 遊京都保津川 岡山県美作市

11 秀作賞
三村　公二 公津 廢屋薔薇 神奈川県川崎市

12 秀作賞
寺田　準 岳峰 國政憂 長野県長野市

13 秀作賞
増喜�泰典 泰泉 送秋 徳島県徳島市

14 秀作賞
宮下　孝子 翠風 探梅 群馬県富岡市

15 秀作賞
阿部　清澄 清岳 題國寶源賴朝像 大分県大分市

16 秀作賞
森下　智恵 風香 沖繩平和記念公園 愛知県岡崎市

17 秀作賞
米田　堯光 豊山 遊少林寺 三重県津市

18 秀作賞
礒野　衞孝 土用有感（寄學友會） 神奈川県鎌倉市

19 秀作賞
藤野　正晴 景成 夜坐晩秋 徳島県美馬市

20 秀作賞
西田　勝昭 病中偶感 大分県豊後大野市



21 秀作賞
米田　一男 岳穎 宇陀瀧櫻（又兵衛櫻） 奈良県生駒郡

22 秀作賞
髙山　一雄 栖竹 古關曉月 山梨県都留市

23 秀作賞
佐伯　和光 梅天所懷 大分県豊後大野市

24 秀作賞
原　正 正軒 息亮太郎急疾 東京都町田市

25 秀作賞
稲脇　充浩 遊天橋立 鳥取県鳥取市

26 秀作賞
見寄　権次郎 鐵峰 曉起大雪 兵庫県神戸市

27 秀作賞
山本　武雄 東京天空樹 大阪府堺市

28 秀作賞
三上　美瑳於 岳璋 春日遊雁田 長野県長野市

29 秀作賞
池本　安春 訪皇居 広島県大竹市

30 秀作賞
田邉　衛 岫岳 過白帝城 大分県杵築市

31 秀作賞
森平　利政 蘇石 田園卽事 群馬県富岡市

32 秀作賞
前川武 沙風 看牡丹花 三重県津市

33 秀作賞
古石　哲雄 哲舟 梅天無聊 兵庫県神戸市

34 秀作賞
荒瀨左知子 宗鳳 驟雨 徳島県阿南市

35 秀作賞
吉形　和恵 松月 松島稱讚 徳島県阿南市

1
特別賞・八木ヶ鼻賞 西原　清人 平淸盛 長崎県大村市

2
特別賞・八木ヶ鼻賞 井浦　敏彦 耳山 筑後川踏靑 福岡県福岡市

3
特別賞・八木ヶ鼻賞 小林　清夫　 賀清風

春日散策
長岡京市八條ヶ池近邊 京都府乙訓郡

4
特別賞・八木ヶ鼻賞 藤田　禮子 寄天體象 東京都あきる野市

5
特別賞・八木ヶ鼻賞 小口　友 冬雨 吟行嶽麓 長野県岡谷市

6
特別賞・八木ヶ鼻賞 加惠　康夫 崎岳 紀州梅 東京都あきる野市

7
特別賞・八木ヶ鼻賞 髙田　不二夫 登犬山城樓 愛知県江南市



8
特別賞・八木ヶ鼻賞 向殿　みつ子 紫芳 嘆季弟急逝 東京都あきる野市

9
特別賞・八木ヶ鼻賞 竹内　淳実 常春 同窓會戲詩 静岡県榛原郡

10
特別賞・八木ヶ鼻賞 田邉　衛 岫岳 過白帝城 大分県杵築市

11
特別賞・八木ヶ鼻賞 久森　忠信 正詠 八月十五夜會戰友 三重県津市

12
特別賞・八木ヶ鼻賞 吉永　忠行 昂石 水田白鷺 福岡県北九州市

13
特別賞・八木ヶ鼻賞 吉田　正禄 李山 展長禪寺止軒先生墓 新潟県三条市

14
特別賞・八木ヶ鼻賞 赤澤　邦欣 邦石 辿列島地溝帶 新潟県新発田市

15
特別賞・八木ヶ鼻賞 松山　正明 弦月 春宵觀花 神奈川県平塚市

16
特別賞・八木ヶ鼻賞 佐久間　優 柹堂 想到信濃川 埼玉県所沢市

17
特別賞・八木ヶ鼻賞 山浦　孝一郎 嵐田 觀橫瀧山遺跡 新潟県三条市

18
特別賞・八木ヶ鼻賞 河野　克明 名風 山南日乘杖 香川県高松市

19
特別賞・八木ヶ鼻賞 市田　嘉則 鳴鳳 憶第六十七回廣島原爆忌 徳島県阿南市

20
特別賞・八木ヶ鼻賞 大橋　昭五 昭道 秋夜偶成 新潟県三条市

1
特別賞・米峰賞 齋藤　實俊 南岳 福岡県大野城市

2
特別賞・米峰賞 宮前　二十二 圭山 岡山県岡山市

3
特別賞・米峰賞 神澤　喜八郎 攝喜 兵庫県三木市

4
特別賞・米峰賞 館　守信 三重県四日市市

5
特別賞・米峰賞 大谷　甲子郎 岳洽 長野県長野市


