
区分 詩題 氏　名 雅号 住　所

最優秀賞　諸橋轍次賞 驟雨 岡田　讓 太冲 東京都渋谷区

最優秀賞　中華人民共和国駐新潟総領事賞 秋夕星河 髙山　一雄 栖竹 山梨県都留市

最優秀賞　新潟県知事賞 賞月下美人 大森　一廣 基舟 福岡県福津市

最優秀賞　三条市長賞 賞菊󠄂花󠄃 井川  徹子 碧漣 兵庫県たつの市

夏日猊鼻溪󠄁舟遊󠄃二首其二 北村　英彦 蘭岳 青森県八戸市

紫陽花󠄃 岩室　富美雄 晃文 福岡県福岡市

初秋卽󠄂事 大川　昌彦 岐阜県可児市

霖雨閉門 中尾　伸雄 長崎県西彼杵郡

寒󠄃夜讀書 山本　覺藏 三重県津市

松林小徑 大谷　明史　 神奈川県横浜市

春日偶成 竹島　忠夫 斎 福井県福井市

題佐州朱鷺 田髙　一成 久慈 島根県出雲市

令󠄂和疫病下觀󠄃蓮花󠄃 西森　龍雄 岳倢 高知県高岡郡

乾陵懷古 髙山　一雄 栖竹 山梨県都留市

夏󠄂夕 深澤　美代子 群馬県甘楽郡

展墓有感 青野　溥芳 柳村 静岡県富士市

山莊聽杜宇 菅井　和子 茨城県土浦市

看螢 見寄　權次郎 稻邨󠄃 兵庫県神戸市

驟雨 山本　美代子 群馬県前橋市

水村夏夜 小野里　春子 春風 群馬県前橋市

春日郊行 岸上　君子 菜圓 奈良県奈良市

春日野望 津野　純一 勁草 大分県大分市

梅󠄃天閑詠 池幡　新也 容伸 高知県高知市

瀑布 岡田　讓 太冲 東京都渋谷区

観梅少酌 石原　紘一 眞瑞庵 愛知県津島市

春日書懷 脇本　俊一 福井県福井市

春夜 濱村　明弘 千葉県八千代市

城址看花󠄃 井川　徹子 碧漣 兵庫県たつの市

花󠄃枝圓月 大石　加代子 渓舟 神奈川県逗子市

賞菊 大川　昌彦 岐阜県可児市

初夏赤城󠄃山 片󠄂倉　順子 優水 群馬県前橋市

春日早行 首藤　南朝 祖岳 大分県大分市

斷梅卽事 青野　溥芳 柳村 静岡県富士市

悼亡 西田　進 邱山 石川県金沢市　

新秋夜坐 馬場　守一 賴洲 熊本県合志市

夏日雜詩 河瀬　孝夫 溪󠄂風 岐阜県揖斐郡

春日郊行 見寄　權次郎 稻邨󠄃 兵庫県神戸市

秋夜偶作 藤本　大輔 長崎県佐世保市

春日郊行其の二 山根　敏春 春岳 宮城県仙台市

看菊󠄂小集 横山　啓子 彩󠄃霞 高知県高知市

暮春偶成 筧　みち子 福井県福井市

懐菅公心事 村松　輝夫 希山 長野県長野市

閑適 山本　武雄 鳳鳴 大阪府堺市
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優秀賞　２２人

秀作　２２人



梅天閑詠 後藤　策太郎 愛知県名古屋市

山行 小板橋　れい子 桟雲 群馬県富岡市

梅天閑詠 山本　康夫 東甌 大阪府豊中市

梅天閑居 田中　恒夫 青蒼 福井県鯖江市

尋石山寺懐紫式部 永野　光三 光琇 大阪府高槻市

遊樂昇仙峽 元井　民夫 神瑛 新潟県新潟市

春日郊行 近藤　昌彦 愛知県名古屋市

散歩 山形　梢 靑梢 兵庫県神戸市

中秋賞月 溝垣　弘子 頌彩 大阪府交野市

觀󠄂螢 岡田　泰男 泰山 神奈川県座間市

四季風情 積山　敬経 山中 大阪府枚方市

中山道󠄃福󠄃島關 寺田　準 岳峰 長野県長野市

秋夜偶感 野田　稔 緑風 岐阜県不破郡

晩春卽事 片󠄂倉　順子 優水 群馬県前橋市

喜雨 鍋島　峯雄 白峰 高知県高知市

東日本大震災十周年 高田　宗治 神奈川県藤沢市

春日送別 會沢　剛史  伯韻　茨城県東茨城郡

桐 高嶋　睦徳 睦風 香川県観音寺市

訪古寺 副島　陽子 桜敢 佐賀県佐賀市

冬󠄃日偶成 竹島　忠夫 斎 福井県福井市

自慶八秩 宇野　次郎 竹窓 埼玉県所沢市

聞蛙 中谷　美幸 奈良県五條市

釣雪󠄃 長岡　志津子 眞翠 群馬県前橋市

探春 出田　恵美子 白穂 兵庫県神戸市

悼恩師 小井圡　重雄 道風 群馬県富岡市

訪筑前󠄃岩屋神󠄃社󠄃 大森　一廣 基舟 福岡県福津市

友人招看菊󠄂 廣畑　統 摂統 兵庫県姫路市

義滿公手植陸舟松 俣野　長生 楊川 神奈川県横浜市

夏󠄂日舟行 大島　文子 香苑 群馬県富岡市

看瀑行 本田　裕志 紫舟 大阪府枚方市

梅天閑詠 戸塚　定雄 稲岳 群馬県富岡市

伴母踏靑有感 黒田　智津子 福井県福井市

山寺看楓 山本　武雄 鳳鳴 大阪府堺市

詣英彦山神宮奉幣殿 舩木　久美子 燦陽 福岡県太宰府市

紫陽花󠄄街道󠄃 池知　さつき 葉蘭 高知県高知市

秋夜偶題 小野里　春子 春風 群馬県前橋市

秋夜偶成 柳川　洋幸 秋田県山本郡

奄美大島周遊 永野　光三 光琇 大阪府高槻市

聽蟲 中谷　美幸 奈良県五條市

偶感 牛山　知彦 香流 神奈川県横浜市

冬󠄃夜偶成󠄃 長谷川　秀雄 秀風 群馬県高崎市

古田  茂 耳雲 愛知県弥富市

山﨑　幸雄 攝岭 兵庫県豊岡市

計

特別賞（株）大修館書店賞　２人 最年長作詩者

８６人

秀作　２２人

佳作　３３人

奨励賞　3人



区分 詩題 氏　名 雅号 住　所

最優秀賞　新潟県教育委員会教育長賞 雨後偶成 小林　光太郎 京都市伏見区

臥草󠄂堂 檜　司郎 東京都清瀬市

奈良懷古 長嶺　勝磨 長樂天 沖縄県那覇市

懷鄕󠄂 犬竹　真咲 埼玉県入間市

寒󠄃夜 沖島　英史 岩手県奥州市

涙痕 櫻井　碧海 群馬県桐生市

計

優秀賞　２人

奨励賞　３人
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6人



区分 詩題 氏名 雅号

田沼  裕樹 観水

小間　才子 華楓

若林  浩 南窗󠄁

林　孝子 瓊泉

小松　康一 瑞峰

香月　孝子 淸光

濵﨑　厚子

吉崎　正基 八峯

鎗尾　尚美

平山　エミ子 恵陽

猪狩　立雄 雄山

江本  英一 洗心

高橋　純子

小井圡  政世 松風

小井圡  幾代 芳泉

小暮　利明 心明

尾立　治幹 灯幹

小嶋  明紀子　

杉森　千枝美　

北嶋　雅信

梅󠄃天閑詠

書樓󠄁觀󠄁雪󠄃

瀨田唐橋擬寶󠄁珠刻銘有感

日野川冬景
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