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賞 詩　　題

1 最優秀賞・諸橋轍次賞 高田　楡溪 （兵庫県） 春日山覽古

2 新潟県知事賞 長岡　眞翠 （群馬県） 水村夏夜

3 優秀賞・三条市長賞 田中　松風 （徳島県） 與在京友飮

4
優秀賞・中華人民共和国
　　　　　　駐新潟総領事館賞 田沼　観水 （千葉県） 九日歸鄕

5 優秀賞・大修館書店賞 村瀬　虚風 （愛知県） 懷良寬和尚

6
優秀賞・新潟県教育委員会
　　　　　　　　　　　　教育長賞

津村　栄郷 （大阪府） 秋夜偶成

7 優秀賞・鈴木虎雄賞 中島　龍一 （神奈川県） 向佐渡島

8 優秀賞・小柳司氣太賞 川村　優子 （愛知県） 避殘暑

9 優秀賞・桂湖村賞 西森　岳倢 （高知県） 梅天憶亡妻

10 優秀賞・雪村友梅賞 森平　蘇石 （群馬県） 初秋吟

11 奨励賞・読売新聞新潟支局賞 濵田　龍水 （高知県） 歳晩書懷

12 奨励賞・朝日新聞新潟総局賞 馬場　賴洲 （熊本県） 夜坐感秋

13 奨励賞・毎日新聞新潟支局賞 會沢　伯韻 （茨城県） 不止酒

14 奨励賞・新潟日報社賞 福本　白山 （兵庫県） 書懷

15 奨励賞・三條新聞社賞 奥島　極浦 （兵庫県） 初夏即事

16 奨励賞・越後ジャーナル社賞 石西　雄樟 （大阪府） 山寺觀楓

17 奨励賞・ＮＨK新潟放送局賞 西之上薫風 （兵庫県） 山居雜詠

18 奨励賞・BＳN新潟放送賞 廣瀬　琳風 （三重県） 山寺觀楓

19 奨励賞・N　S　T賞 増喜　泰泉 （徳島県） 初夏即事

20 奨励賞・TeNYテレビ新潟賞 井浦　耳山 （福岡県） 太宰府秋吟

21 奨励賞・UX新潟テレビ21賞 加来　雅岳 （兵庫県） 緑陰煎茗

22
奨励賞・ケーブルテレビの
　　　　　　　　エヌ・シィ・ティ賞 柳川　正明 （兵庫県） 春日雜吟

23 特 別 賞 ・ 最高齢入選者（94歳） 三澤　岳佑 （長野県） 志賀高原懷古

24 秀　作　賞 野田　岳豊 （兵庫県） 夏日雜興

25 秀　作　賞 菅井　和子 （茨城県） 古寺牡丹

26 秀　作　賞 藤田　峰城 （兵庫県） 聽鵑

27 秀　作　賞 伊藤美代子 （三重県） 春曉

28 秀　作　賞 伊藤　泉山 （京都府） 小院桂花

29 秀　作　賞 川端　陽春 （兵庫県） 竹窓對客

30 秀　作　賞 池幡　容伸 （高知県） 初夏即事

31 秀　作　賞 神澤　攝喜 （兵庫県） 驟雨

32 秀　作　賞 中澤　眞隆 （群馬県） 遊谷川温泉

33 秀　作　賞 森宗　呀城 （兵庫県） 偶吟
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34 秀　作　賞 梅本　成城 （兵庫県） 夏日即事

35 秀　作　賞 大島　麥邨 （群馬県） 看行田古代蓮

36 秀　作　賞 石川　山雲 （埼玉県） 降雪

37 秀　作　賞 黒澤　桂風 （群馬県） 歳晩書懷

38 秀　作　賞 永津　研心 （神奈川県） 太極拳初稽古

39 秀　作　賞 寺田　岳峰 （長野県） 啜茶

40 秀　作　賞 新井　博史 （埼玉県） 酒樓戲作

41 秀　作　賞 増岡　光風 （福岡県） 月夜憶同胞

42 秀　作　賞 阿部　清岳 （大分県） 立原爆中心地

43 秀　作　賞 瀬戸　信泉 （福岡県） 寡婦終戰記念日

44 秀　作　賞 北村　臥龍 （長野県） 聽朋友唱李白詩

45 秀　作　賞 三橋　信博 （石川県） 訪吉崎御坊跡

46 秀　作　賞 杉森千枝美 （神奈川県） 古寺梅林

47 秀　作　賞 鷲野　坡草 （群馬県） 遊黑部立山道

48 秀　作　賞 田邉　岫岳 （大分県） 原尻瀑布

49 秀　作　賞 岸本　岳秀 （長野県） 遊野尻湖望妙高山

50 秀　作　賞 小嶋明紀子 （神奈川県） 宿山中道士居

51 秀　作　賞 藤原　容海 （高知県） 送嫁女舟中吟

52 秀　作　賞 山﨑　攝岭 （兵庫県） 共祝壽齡

53 秀　作　賞 山形　樂山 （兵庫県） 舞子雜詠

54 秀　作　賞 髙山　栖竹 （山梨県） 古陵眺望

55 秀　作　賞 山本　鳳鳴 （大阪府） 看菊花悼亡母

56 秀　作　賞 高木　敏男 （愛知県） 晨旦盆梅

57 秀　作　賞 西野　公人 （愛知県） 老後

58 秀　作　賞 松田榮太郎 （長野県） 白馬嶽驟雨

59 秀　作　賞 加惠　崎岳 （東京都） 川上偶成

60 秀　作　賞 加茂　達子 （石川県） 旅西班牙堂侯舞臺

61 秀　作　賞 濱田　青華 （香川県） 訪北越三都

62 秀　作　賞 山﨑　攝道 （兵庫県） 龍野吟行

63 秀　作　賞 馬場美津子 （福井県） 梅天訪大安禪寺

64 秀　作　賞 武田二世静山 （山形県） 過四月三陸海岸

65 秀　作　賞 福島　梅邨 （群馬県） 晩秋閑居

66 秀　作　賞 榊原　靖仁 （愛媛県） 伴雛孫入桃林

67 秀　作　賞 小須田藝舟 （群馬県） 憶御巣鷹慘禍

68 秀　作　賞 竹内　静香 （群馬県） 初夏遊嚴島
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69 秀作賞 磯貝　草岳 （群馬県） 登夏山

70 特 別 賞 ・ 米 峰 賞 森　喜代子 （兵庫県） 牽牛花

71 特 別 賞 ・ 米 峰 賞 小口　冬雨 （長野県） 詠牡丹

72 特 別 賞 ・ 米 峰 賞 宮岡　成蹊 （大分県） 客舍聽夜雨

73 特 別 賞 ・ 米 峰 賞 三ツ橋草心 （群馬県） 夏日山居

74 特 別 賞 ・ 米 峰 賞 向殿　紫芳 （東京都） 紅葉竹枝（小學唱歌もみじ）

75 特 別 賞 ・ 米 峰 賞 藤田　禮子 （東京都） 春雷

76 特 別 賞 ・ 米 峰 賞 吉永　昻石 （福岡県） 夏夜即事

77 特 別 賞 ・ 米 峰 賞 白井　青雲 （愛知県） 兎

78 特 別 賞 ・ 八木ケ鼻賞 前川　沙風 （三重県） 花下口號

79 特 別 賞 ・ 八木ケ鼻賞 佐倉　旭学 （京都府） 登白山

80 特 別 賞 ・ 八木ケ鼻賞 古石　哲舟 （兵庫県） 登夏山

81 特 別 賞 ・ 八木ケ鼻賞 中西　稲洞 （鳥取県） 毒暑即事

82 特 別 賞 ・ 八木ケ鼻賞 若杉　貞山 （長野県） 水月園觀櫻

83 特 別 賞 ・ 八木ケ鼻賞 野田　緑風 （岐阜県） 訪建仁寺

84 特 別 賞 ・ 八木ケ鼻賞 米長　石宇 （山梨県） 望磁浮列車

85 特 別 賞 ・ 八木ケ鼻賞 横山　信雋 （京都府） 袴田巖元被告釋放有感


