
第８回諸橋轍次博士記念漢詩大会　受賞者（一般部）

賞　名 詩　　題

1 最優秀賞・諸橋轍次賞 田中　倚風 （三重県） 秋夜遊凾嶺

2 新潟県知事賞 佐藤　幽蘭 （新潟県） 整理諸橋止軒大儒藏書有感

3 優秀賞・三条市長賞 大川　昌彦 （岐阜県） 冬夜吟

4
優秀賞・中華人民共和国
            駐新潟総領事館賞

　林　瓊泉 （熊本県） 送春

5 優秀賞・大修館書店賞 山田　友裕 （愛知県） 惜春

6
優秀賞・新潟県教育委員会
                          教育長賞

柳澤　岳隼 （長野県） 題良寬草庵圖

7 優秀賞・鈴木虎雄賞 川口　義堂 （福井県） 偶成

8 優秀賞・小柳司氣太賞 亀谷　鶯風 （福岡県） 信濃路訪川中島

9 優秀賞・桂湖村賞 関森　正徳 （新潟県） 梅天偶成

10 優秀賞・雪村友梅賞 菊池　健　 （宮城県） 夏日偶成

11 奨励賞・読売新聞新潟支局賞 宮本　鴎蓬 （兵庫県） 山莊避暑

12 奨励賞・朝日新聞新潟総局賞 保科　利明 （新潟県） 梅天閑詠

13 奨励賞・毎日新聞新潟支局賞 清水　直美 （千葉県） 月下美人

14 奨励賞・新潟日報社賞 松井　秀人 （神奈川県） 過圓覺寺

15 奨励賞・三條新聞社賞 　西　紅葉 （新潟県） 古稀待初孫

16 奨励賞・越後ジャーナル社賞 坂上　久代 （新潟県） 綠陰偶作

17 奨励賞・ＮＨK新潟放送局賞 清原　穹山 （広島県） 賽周防國分寺

18 奨励賞・BＳN新潟放送賞 井関喜久子 （徳島県） 四國靈場

19 奨励賞・N　S　T賞 室橋　谿月 （神奈川県） 柳塘疎雨

20 奨励賞・TeNYテレビ新潟賞 田高　龍拙 （島根県） 丙申新年偶感

21 奨励賞・UX新潟テレビ21賞 原田　摂純 （兵庫県） 雨後卽事

22 奨励賞・エヌ・シィ・ティ賞 飯田　周山 （ 茨城県） 訪常州小貝川將門戰迹

23 特別賞・最高齢入選者（96歳） 髙野　城隆 （福岡県） 伊勢參宮

24 特別賞・人瑞賞（104歳） 安田　佳舟 （千葉県） 田園雜興

25 特別賞・人瑞賞（103歳） 河合　幽岳 （大分県） 立冬

26 秀作賞 手塚　秀　　 （宮城県） 客中作

27 秀作賞 髙橋　加奈 （高知県） 牽牛花

28 秀作賞 長谷川秀風 （群馬県） 梅天閑詠

29 秀作賞 平山　乂　 （愛知県） 唐招提寺寫經會

30 秀作賞 平塚　孤朴 （埼玉県） 送友

31 秀作賞 河瀬　溪風 （岐阜県） 秋夜讀書

32 秀作賞 荒木　瓊風 （群馬県） 初秋吟

33 秀作賞 北村　蘭岳 （青森県） 傾聽林修先生講演

34 秀作賞 高嶋　睦風 （香川県） 米一粒

受　賞　者
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35 秀作賞 稲脇　充浩 （鳥取県） 夏日海濱

36 秀作賞 雲居　澄代 （新潟県） 春日山行

37 秀作賞 今井　帛扇 （群馬県） 良夜憶三百號

38 秀作賞 高栁　翠漣 （群馬県） 偶成

39 秀作賞 河野　名風 （香川県） 昭和九旬春

40 秀作賞 樋口　文享 （東京都） 題山月記

41 秀作賞 牛島　豊曻 （福岡県） 餞春

42 秀作賞 渡辺　遊雲 （新潟県） 春日偶成

43 秀作賞 寺坂　清瑤 （大阪府） 春盡

44 秀作賞 藤本　順子 （長崎県） 樂農

45 秀作賞 宮元　善秀 （愛媛県） 春夜聽雨

46 秀作賞 寺島　淸山 （長野県） 悼親朋

47 秀作賞 末森　資枝 （兵庫県） 明石夏

48 秀作賞 小野　草露 （秋田県） 山湖春朝

49 秀作賞 山口　素香 （愛知県） 半夏生頃

50 秀作賞 竹内　常春 （静岡県） 秋聲

51 秀作賞 清水　雪風 （長野県） 吟詠溫習會偶成

52 秀作賞 向井　榮祥 （福岡県） 初夏山村

53 秀作賞 副島　桜敢 （佐賀県） 熊城大震災

54 秀作賞 塚越　杉水 （埼玉県） 斷梅偶感

55 秀作賞 小滝　岳杉 （兵庫県） 書懷

56 秀作賞 横山　彩霞 （高知県） 山行觀楓

57 秀作賞 松本　邱堂 （神奈川県） 慶賀一朗達成通算三千安打

58 秀作賞 木元夕路木 （東京都） 秋夜賦詩

59 秀作賞 伏見　臥雲 （岡山県） 慶季姉期頤

60 秀作賞 本田　裕志 （大阪府） 悼肥後大震災

61 秀作賞 吉永　岳松 （大阪府） 過嵯峨二尊院西行庵跡

62 秀作賞 大森　冽子 （神奈川県） 食蛙

63 秀作賞 小林　琴泉 （大阪府） 紫陽花

64 秀作賞 遠藤　隆　 （静岡県） 菜園

65 秀作賞 山形　梢　 （兵庫県） 梅天閑詠

66 特別賞・米峰賞 齋藤　日岑 （福井県） 訪舊北陸本線山中隧道

67 特別賞・米峰賞 横山　岳聲 （長野県） 惠雨

68 特別賞・米峰賞 中川　昭攝 （兵庫県） 春愁

69 特別賞・米峰賞 盆子原春雪 （島根県） 秋色
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70 特別賞・米峰賞 佐藤　楽天 （新潟県） 入院立川病院有感

71 特別賞・八木ケ鼻賞 小野　晃園 （群馬県） 讚羽生結弦

72 特別賞・八木ケ鼻賞 大谷　明史 （神奈川県） 塞下曲

73 特別賞・八木ケ鼻賞 稲田　盟華 （愛媛県） 平成丙申書感

74 特別賞・八木ケ鼻賞 若林　南窗 （兵庫県） 晩秋閑居

75 特別賞・八木ケ鼻賞 森下　風香 （愛知県） 初夏尋古寺

76 特別賞・八木ケ鼻賞 赤星　明夫 （福井県） 懷祖先

77 特別賞・八木ケ鼻賞 清水　幽石 （長野県） 夏日偶感

78 特別賞・八木ケ鼻賞 下山　香琴 （福岡県） 書寫古文書

79 特別賞・八木ケ鼻賞 福岡賀秀泉 （京都府） 古都贊美


