
区分 詩題 氏　名 雅号 住　所

最優秀賞　諸橋轍次賞 初夏廢宅 鈴木　崇矩 春燕 静岡県磐田市

最優秀賞　中華人民共和国駐新潟総領事賞 新春偶成 渡邊　久萬吉 大節 山梨県富士吉田市

最優秀賞　新潟県知事賞 驛舍　女 齋藤　昌枝　 栃木県下野市

最優秀賞　三条市長賞 晩秋郊行 高橋　純子 東京都杉並区

春日偶成 濵﨑　厚子 鳥取県鳥取市

探梅 板倉　洋一 暉鳳 福井県福井市

中秋無月 　畑　統 摂統 兵庫県姫路市

溪谷觀楓 首藤  南朝 祖岳 大分県大分市

聽 琵琶 黒田　智津子 福井県福井市

春日田家 北原　美智子 津泉 群馬県富岡市

池亭觀 清久　美智子 高知県高知市

女神湖秋興 小井圡  幾代 芳泉 群馬県安中市

早春聽鶯 藤本　大輔 長崎県佐世保市

雨窗讀書 橋村　鴻志 長崎県佐世保市

青山  治 㟢山 京都府長岡京市

登樓對 小嶋  明紀子 神奈川県藤沢市

初夏雜興 鈴木　崇矩 春燕 静岡県磐田市

秋夜思友 鹿児島　秀夫   新風 大阪府枚方市

待佳客 伊藤　秀治 穎風 三重県桑名市

日本 夕景 岡部　徳子 蕙華 群馬県佐波郡

幽討 野 横山　啓子 彩霞 高知県はりまや町

新秋夜坐 宇野　次郎 竹窓 埼玉県所沢市

寒聲 寺島　芳永 淸山 長野県長野市

新涼讀書 吉崎　正基 八峯 大分県中津市

賞 　 小板𣘺　れい子 桟雲 群馬県富岡市

夜坐案詩 山根　博 兵庫県神戸市

訪南牧村 小井圡  幾代 芳泉 群馬県安中市

夜窗 安藤　清和 愛知県名古屋市

保津峽下 吉永  学弘　 岳松 大阪府交野市

秋日田家 吉見　翠 松香 埼玉県新座市

謝僧見惠 大木　拓海 聽雪 東京都新宿区

古寺黃昏 小嶋  明紀子　 神奈川県藤沢市

雨 中谷　美幸 奈良県五條市

思母 杉森  千枝美　 神奈川県横浜市

夏日舟遊 赤星　明夫　 福井県南条郡

寒夜學詩 北嶋　雅信 福井県鯖江市

秋夜憶家 田沼  裕樹 観水 千葉県松戸市 

第14回諸橋轍次博士記念漢詩大会　受賞者名簿・一般の部

優秀賞　13人

秀作　20人

廣

敞

茶

送



中探梅 鵜野  高資 高正 京都府長岡京市

春 近藤　昌彦 愛知県名古屋市

訪道北名寄盆地春 舩木　久美子 燦陽 福岡県太宰府市

春夜偶題 黒澤　洋 桂風 群馬県富岡市

感懷 高栁  貞 翠漣 群馬県富岡市

偶成 石西  修作 雄樟 大阪府枚方市

看竹 須藤　章 幽風 群馬県前橋市

晩秋偶作 江本  英一 洗心 栃木県足利市

重九故村 渡辺  敦 荻城 新潟県新潟市

移竹 香月　孝子 淸光 福岡県福岡市

納涼 鍋島　峯雄 白峰 高知県高知市

新秋　事 山根　博 兵庫県神戸市

夏日山居 三ツ橋　文子   心 群馬県桐生市

寒樹 齋藤　昌枝　 栃木県下野市

雪夜煎 長岡  志津子 眞翠 群馬県前橋市

蕭寺探 林　孝子 瓊泉 熊本県熊本市

諸橋博士記念 有作 片倉  順子 優水 群馬県前橋市

春 煮 藤本　大輔 長崎県佐世保市

門球 征中 瀨波海岸 松島　功 功岳 長野県長野市

初秋 西澤　稜而 愛知県あま市 

訪君 小須田　敦子 藝舟 群馬県甘楽郡

晩春偶成 敦見　スズシ 兵庫県神戸市

敎育實習中有感 大木　拓海 聽雪 東京都新宿区

重陽賞 新井　陽子 芽風 群馬県佐波郡

登 綱山 千葉　隆 野杏 長野県長野市

春日郊行 馬場　守一 賴洲 熊本県葦北郡

初秋 後藤　策太郎 愛知県名古屋市

夏日舟 津村　恵子 玉玲 長崎県佐世保市

登八嶽　峰 上野　裕人 神奈川県厚木市

夏雜詩 川村　貞雄 貞芳 高知県高知市

初夏偶成 高木　敏男　 愛知県名古屋市

春雨 北爪　ゆかり 群馬県高崎市

暇日 杉森　千枝美　 神奈川県横浜市

夏日偶成 藤井　わか子 岩手県花巻市

對月懷晁卿 永野　光三 光琇 大阪府高槻市

夏夜卽事 藤田　修 秋風 兵庫県加古川市 

夏日白神山地白絲瀑布 中野　千鶴 青森県八戸市

觀楓 柳川　洋幸 秋田県山本郡

特別賞　(株)大修館書店賞 遊栂池濕原 山﨑　幸雄 攝玲 兵庫県豊岡市

計 ７６人

奨励賞

佳作　36人

草

連



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 中訪友 沖島　英史 岩手県奥州市

初夏偶吟 田賀　豪 埼玉県所沢市

秋氣 横尾　裕介 黄木 埼玉県所沢市

夏 上利　真之 埼玉県所沢市

卽事 高岡　凜 埼玉県所沢市

計

優秀賞　2人

奨励賞　2人

５人

第14回諸橋轍次博士記念漢詩大会　受賞者名簿・学生の部



区分 詩題 氏　名 雅号 住　所

最優秀賞　日中友好賞 爲中日友好 岡田　讓 太冲 東京都渋谷区

日中修好津梁 寺田  準 岳峰 長野県長野市

日中國交正常化五十年所感 一由  秀範 沙鷗 長野県長野市

  黃星研修生還故國 濱村　明弘 千葉県八千代市

中日友好有感 渡辺  敦 荻城 新潟県新潟市

爲諸橋轍次大漢和辭典 趙麗萍 聽雪 東京都新宿区

讀魯迅作　野先生有感 澤村　茂樹 思水 栃木県小山市

慶賀日中漢詩協會新書發表會 髙山　一雄 栖竹 山梨県都留市

訪白族宅居 加惠  康夫 崎岳 東京都あきる野市

秋夜西安宴 牛山  知彦　 香流 神奈川県横浜市

憂昨今日中關係 青山　治 㟢山 京都府長岡京市

日中国交正常化五十周年 河瀬　孝夫 溪風 岐阜県揖斐郡

榮西禪師 小嶋  明紀子　 神奈川県藤沢市

祝日中國交囘復五十年 杉森　千枝美　 神奈川県横浜市

代熊猫 田沼  裕樹 観水 千葉県松戸市 

日中友好詩 中島　結樹 粕春 神奈川県川崎市

計 １６人

優秀賞　2人

秀作　5人

佳作　8人

第14回諸橋轍次博士記念漢詩大会　受賞者名簿・日中友好の部（日本）

送

藤



区分 詩題 氏　名 雅号 住　所

最優秀賞　中日友好賞 中日邦交正常化五十周年感題 李紅光 吉林省

記念諸橋轍次先生生誕一百三十九周年 
依唐韋莊　日本國僧　龍歸韻

張応志 花隣 吉林省

遺孤行 松江長吉 寸草心 吉林省

長屋王 陳克志 湖北省

田中角榮首相訪　五十周年記念 王善同 天池居 新疆ウイグル自治区

爲諸橋轍次大漢和辭典 趙麗萍 雲箋 吉林省

櫻　讚 余俊斌 広東省

中日邦交正常化五十周年感賦 沈鵬雲 吉林省

懷念諸橋轍次博士 李雲峰 不羈的風 吉林省

記念中日邦交正常化五十周年 王林侠 吉林省

記念中日建交五十年 王　敏 吉林省

聞諸橋轍次博士記念漢詩大會喜賦一絕 王　超 鳳鳴庵主 吉林省

第十四囘諸橋轍次博士記念漢詩大會寄 鄭　総 吉林省

記念中日邦交正常化五十周年 王　靖 吉林省

　日本友人歸後發來櫻　図試題 李玉洋 河南省

中日邦交正常化五十周年有寄 趙清蓮 吉林省

渤海国絲綢之路懷古 岳元峰 吉林省

有中日國交正常化五十周年寄 劉玉猛 寛心斎主人 河北省

計

優秀賞　2人

秀作　5人

佳作　１０人

１８人

　　　　　　 第14回諸橋轍次博士記念漢詩大会　受賞者名簿・日中友好の部（中国）　

華

花

送 花

送 敬



区分 詩題 氏　名 雅号 住　所

除夕寄友 井川  徹子 碧 兵庫県たつの市

梅雨偶成 大川　昌彦 岐阜県可児市

初夏遊十和田湖 北村  英彦 蘭岳 青森県八戸市

訪諸橋轍次博士記念 青野  溥芳 柳村 静岡県富士市

春日偶成 岩室  富美雄 晃文 福岡県福岡市

探梅 中尾　伸雄 長崎県西彼杵郡

秋夕有感 石原　紘一 真瑞庵 愛知県津島市

溪谷觀楓 髙山　一雄 栖竹 山梨県都留市

春日野望 岸上  君子 菜圓 奈良県奈良市

晩歩納涼 見寄　權次郎 稻邨 兵庫県神戸市

寄 橋轍次博士記念 詩大會 深澤　美代子 群馬県甘楽郡

辛丑歳晩偶作 脇本　俊一 福井県福井市

黑瀧山不動禪寺 小野里　春子 春風 群馬県前橋市

中探梅 山本　覺藏 三重県津市

山寺觀楓 池幡　新也 容伸 高知県高知市

過菅茶山簾塾 津野　純一 勁草 大分県大分市

野老　歎 大谷　明史　 神奈川県横浜市

宮詞 岡田　讓 太冲 東京都渋谷区

讚大谷翔平選手 田髙　一成 久慈 島根県出雲市

識名園懷古 長嶺　勝磨 長楽天 沖縄県那覇市

乞巧 檜　司郎 歳星 東京都清瀬市

春日山行 小林　光太郎 京都市伏見区

計

招待詩家

第13回諸橋轍次博士記念漢詩大会
最優秀賞・優秀賞受賞者

２２人

第14回諸橋轍次博士記念漢詩大会　招待詩家（日本）


