
第5回漢詩大会　受賞者（一般部）

賞　名 氏名 号 詩         題 住所

1 最優秀賞・諸橋轍次賞 松浦　稔 白遊 雨後探竹林 徳島県名西郡石井町

2 新潟県知事賞 山本　定道 清晨 富士山 愛媛県松山市

3 優秀賞・三条市長賞 稲田　文子 盟華 瀨戸内海眺望 愛媛県伊予市

4
優秀賞・中華人民共和国
　　　　　　駐新潟総領事館賞

岡本　利昭 寄諸橋先生大漢和辭典 大阪府大阪市

5 優秀賞・大修館書店賞 能登　外茂次 梯舟 廢屋春 石川県小松市

6 優秀賞・鈴木虎雄賞 関森　正徳 臥病 新潟県燕市

7 優秀賞・小柳司氣太賞 元井　民夫 神瑛 夏山即景 新潟県新潟市

8 優秀賞・桂湖村賞 吉田　喜一郎 南畝 妙宣寺即事 新潟県三条市

9 優秀賞・雪村友梅賞 西村　杏子 紫翠 訪筑前大島 福岡県宗像市

10 奨励賞・読売新聞新潟支局賞 石川　郁三 陽山 道祖神 栃木県足利市

11 奨励賞・朝日新聞新潟総局賞 原　肇 徠山 庭際菖蒲 京都府京都市

12 奨励賞・毎日新聞新潟支局賞 濱田　昇 舟石 玉門關覽古 香川県坂出市

13 奨励賞・新潟日報社賞 八尋　美恵子 雪月 金環食 福岡県粕屋郡須恵町

14 奨励賞・三條新聞社賞（地元） 鈴木　芳枝 訪五合庵 新潟県三条市

15 奨励賞・越後ジャーナル社賞（地元） 髙野　信子 聽詩友箏曲有感 新潟県三条市

16 奨励賞・ＮＨK新潟放送局賞 横山　稔 岳聲 蟻 長野県長野市

17 奨励賞・BＳN新潟放送賞 福本　康之 羽州象潟懷古 福岡県福岡市

18 奨励賞・NST賞 齋藤　昌枝 涼祥 老父述懷有感 栃木県下野市

19 奨励賞・TeNYテレビ新潟賞 橋本　良子 翠李 夏畦喜雨 福岡県直方市

20 奨励賞・UX新潟テレビ21賞 乾　佐江 幽香 想母 大阪府河内長野市

21 特別功労者賞 芹野　智之 隔海想祖母 新潟県佐渡市

22 特別賞・最高齢入選者(101歳) 安田　豊作 佳舟 梅雨偶成 千葉県館山市



第5回漢詩大会　受賞者（一般部）

賞　名 氏名 号 詩         題 住所

1 秀作賞 宮前　外彌旺 明鳳 東京驛舍復原之景 石川県金沢市

2 秀作賞 江本　英一 春日偶吟 栃木県足利市

3 秀作賞 小野　省三 晃園 餞春 群馬県藤岡市

4 秀作賞 荒木　たま江 瓊風 冬夜偶成 群馬県富岡市

5 秀作賞 西田　章雄 天德寺 石川県金沢市

6 秀作賞 樋口　敦士 文享 典籍逍遙 東京都練馬区

7 秀作賞 寺坂　正子 清瑤 除夕 大阪府大阪市

8 秀作賞 寺島　芳永　 繚山 小秋旅次 長野県長野市

9 秀作賞 高栁　貞 翠漣 遊嚴島 群馬県富岡市

10 秀作賞 平塚　純造 孤朴 送吟友 埼玉県草加市

11 秀作賞 村上　春美 英峰 十字架塔 福岡県飯塚市

12 秀作賞 牛島　景資 豊曻 訪李白故里 福岡県八女市

13 秀作賞 齋藤　清次 馭風 憶遠人 群馬県富岡市

14 秀作賞 平山　乂
拜觀鑑眞大和上千二百五十
年御諱於唐招提寺寶号者南
無鑑眞過海大師

愛知県名古屋市

15 秀作賞 鈴木　栄次 頌山 利尻富士 神奈川県鎌倉市

16 秀作賞 秦　英乘 舞鶴城懷古 福岡県福岡市

17 秀作賞 瀧川　智志 越山 秋夜 神奈川県横浜市

18 秀作賞 井川　徹子 碧漣 秋郊路上作 兵庫県たつの市

19 秀作賞 大谷　明史 立夏小閑 神奈川県横浜市

20 秀作賞 谷村　正俊 靑波 普賢嶽晩眺 福岡県筑紫郡那珂川町

21 秀作賞 遠藤　隆 沖繩憂鬱 静岡県静岡市

22 秀作賞 原　美智子 紅豆 三浦雄一郎エベレスト登頂 徳島県阿南市

23 秀作賞 柳澤　百合子 松菊 題富士山世界遺産登録 徳島県阿南市

24 秀作賞 水沼　桂子 水邊演奏會 栃木県芳賀郡市貝町

25 秀作賞 上田　美穂子 松花 故園偶成 徳島県徳島市

26 秀作賞 清水　直美 雨餘早晨 千葉県船橋市

27 秀作賞 岡部　徳子 蕙華 夫子於病床把筆 群馬県佐波郡玉村町

28 秀作賞 髙橋　加奈 訪黑瀧地主神社連理杉 高知県高知市

29 秀作賞 岩﨑　行人 南山 立春朝 奈良県橿原市

30 秀作賞 佐藤　文子 憂愁 栃木県宇都宮市



第5回漢詩大会　受賞者（一般部）
1 特別賞・八木ヶ鼻賞 熊井　幸雄 岳侑 亡妻迎七回忌有感 長野県長野市

2 特別賞・八木ヶ鼻賞 八尋　憲治 西莊 江上吟 福岡県糟屋郡粕屋町

3 特別賞・八木ヶ鼻賞 中川　昭夫 野老感有盛暑 兵庫県赤穂市

4 特別賞・八木ヶ鼻賞 盆子原　正子 春雪 盆供養 島根県益田市

5 特別賞・八木ヶ鼻賞 中　誠治 白嶺 越中訪萬葉鄕 石川県小松市

6 特別賞・八木ヶ鼻賞 小島　利枝 京祭（祇園祭） 京都府京都市

7 特別賞・八木ヶ鼻賞 田中　康夫 旭蓬 秋日偶感 京都府京都市

8 特別賞・八木ヶ鼻賞 赤堀　文子 今宵幽居 静岡県静岡市

9 特別賞・八木ヶ鼻賞 乾　信雄 祥月 訪安藝縮景園 徳島県阿南市

1 特別賞・米峰賞 寺本　博 雪峯 鳴呼忻口鎭 島根県浜田市

2 特別賞・米峰賞 大山　昭 鍾楽 七夕 埼玉県上尾市

3 特別賞・米峰賞 中山　多美男 靑峰 題蕪村夜色樓臺圖 香川県高松市

4 特別賞・米峰賞 髙野　智隆 城隆 賀平成癸巳新春 福岡県北九州市


