受賞者 一般部
賞

名

詩

受 賞 者

題

最優秀賞・諸橋轍次賞

尺蠖

芝 公男 （神奈川県）

新潟県知事賞

初夏

田中 穗堂 （愛知県）

優秀賞・三条市長賞

偶感

森田 玄岳 （大分県）

優秀賞・中華人民共和国
駐新潟総領事館賞

寄奉先寺洞盧舎那佛

鵜野 高正 （京都府）

優秀賞・大修館書店賞

閑居

田代 修風 （兵庫県）

優秀賞・新潟県教育委員会
教育長賞

山水村景

栗山 桃里 （岡山県）

優秀賞・鈴木虎雄賞

晩春偶成

泉田

優秀賞・小柳司氣太賞

哭祖父

滝沢 彩雪 （新潟県）

優秀賞・桂湖村賞

消夏雜詩

夏井 寛治 （新潟県）

優秀賞・雪村友梅賞

偶成

西森 松月 （兵庫県）

奨励賞・読売新聞新潟支局賞

與吟友同遊飛驒高山索道
西穗高驛作

山田 岳深 （長野県）

奨励賞・朝日新聞新潟総局賞

憶亡父

藤田 紫堂 （東京都）

奨励賞・毎日新聞新潟支局賞

携友訪筑前志賀島

伊藤 桜朱 （福岡県）

奨励賞・新潟日報社賞

大江淸夜

香取 和之 （神奈川県）

奨励賞・三條新聞社賞

待卒業生

半谷 髙岳 （新潟県）

奨励賞・越後ジャーナル社賞

安宅濱夕景

堀田 正道 （石川県）

奨励賞・ＮＨK新潟放送局賞

謁蓮如上人吉崎御坊

奥山 天韻 （福井県）

奨励賞・BＳN新潟放送賞

傘壽宴有感

片倉 優水 （群馬県）

奨励賞・N S T賞

代熊本地震被災翁

石坂 燈風 （熊本県）

奨励賞・TeNYテレビ新潟賞

歲旦偶成

江本 洗心 （栃木県）

奨励賞・UX新潟テレビ21賞

自賀米壽

山浦 嵐田 （新潟県）

奨励賞・エヌ・シィ・ティ賞

淸澄庭園紅葉

上田 尤華 （神奈川県）

洽 （新潟県）

賞
秀 作 賞

名

受 賞 者

受 賞 者

黒田 瑞明 （東京都）

三沢 弘子 （長野県）

髙橋 睦美 （東京都）

溝口 紅楓 （愛知県）

上林 正明 （福岡県）

半田 竹柳 （愛媛県）

稲葉 弦岳 （長野県）

秋山 英楓 （福岡県）

北原 文二 （長野県）

衛藤 欽之助 （大分県）

合田 婦久美 （愛媛県）

菅原 幸男

濱田 舟石 （香川県）

三宅美惠子 （長野県）

東條 醒雅 （三重県）

塩澤 芒人 （長野県）

小玉 正雄 （埼玉県）

稲本 白文 （神奈川県）

斎藤 トキ （三重県）

吉田 東山 （佐賀県）

佐伯 和光 （大分県）

小井圡芳泉 （群馬県）

津野 勁草 （大分県）

小井圡松風 （群馬県）

住田 篪軒 （神奈川県）

齋藤 涼祥 （栃木県）

山下沙彌子 （青森県）

佐藤 恕風 （群馬県）

西村 紫翠 （福岡県）

釋

鍋島 白峰 （高知県）

鈴木 教良 （栃木県）

井川 碧漣 （兵庫県）

谷村 靑波 （福岡県）

中野 菁風 （群馬県）

藤

大森 基舟 （福岡県）

永見 豊風 （兵庫県）

岩室 晃文 （福岡県）

小野里春風 （群馬県）

村上 英峰 （福岡県）

渡邊 篁堂 （兵庫県）

岡嶋 玲宝 （福岡県）

三井 豊洲 （山形県）

上村 竹山 （広島県）

副島 博風 （兵庫県）

田中 恒夫 （福井県）

藤田 秋風 （兵庫県）

新井 康仁 （埼玉県）

柴本 忍冬 （神奈川県）

（北海道）

雪溪 （兵庫県）

逍徑 （福岡県）

賞

受 賞 者

名

特別賞・人瑞賞（105歳）

安田 佳舟 （千葉県）

特別賞・人瑞賞（104歳）

河合 幽岳 （大分県）

特別賞・人瑞賞（100歳）

畑

香月 （兵庫県）

特別賞・最高齢入選者（93歳）

森

清明 （兵庫県）

賞

名

特別賞・米峰賞

受 賞 者

受 賞 者

酒迎 醉仙 （大分県）

関

篁風 （群馬県）

髙橋 澄泉 （群馬県）

市田 鳴鳳 （徳島県）

古田 耳雲 （愛知県）

猪狩 雄山 （埼玉県）

須賀 楠舟 （群馬県）

下山 城逍 （福岡県）

相場 唯志 （山形県）

市岡 秀基 （三重県）

仲原 剛山 （福岡県）

水谷 淸風 （愛知県）

齊藤 深渓 （東京都）

久森 正詠 （三重県）

木村 寛瑞 （兵庫県）

岡崎 翠風 （福岡県）

田村 白羊 （新潟県）
特別賞・八木ケ鼻賞

瀬戸口清山 （福岡県）

杉山 慶子 （東京都）

矢野 秀明 （愛媛県）

山根 葭州 （山口県）

三宅 江長 （岡山県）

八木 如水 （大阪府）

中山 啓山 （滋賀県）

細川 嘉水 （福井県）

中村 岳忠 （長野県）

首藤 石英 （愛媛県）

原

神

正軒 （東京都）

郁恵 （三重県）

