
短歌部門　入賞

大賞 風吹きて遠く住む子を思う朝庭木の枝に蝉の抜け殻 長崎県諫早市 花岡　壽子

安田純生選　特選 飛魚の飛んで弾んで空の青落ちて慌てて海のあわあわ 京都府京都市伏見区 太田　正己

三枝昻之選　特選 風吹きて遠く住む子を思う朝庭木の枝に蝉の抜け殻 長崎県諫早市 花岡　壽子

海士町長賞 口争いを重ねて家を出てこしが妻の作りし弁当うまし 愛知県新城市 大谷　将夫

隠岐汽船社長賞 悠然と葦原の上ゆく雲がわれを見ているわれも見ている 静岡県浜松市南区 大庭　拓郎

角川『短歌』編集部賞 ひるがへる群鳥風の形して夕陽を弾き海へ舞ひ立つ 福岡県大牟田市 鹿子生　憲二

島うた歳時記賞 頭からしっぽの先まで海色の隠岐の目刺しは泳ぎ出したり 兵庫県宝塚市 小畑　恵子

松籟賞 日が昇り光るレールを進みゆく貨物列車も少しかがやく 京都府京都市山科区 後藤　正樹

◎三枝　昻之　選

特選 風吹きて遠く住む子を思う朝庭木の枝に蝉の抜け殻 長崎県諫早市 花岡　壽子

準特選 ひるがへる群鳥風の形して夕陽を弾き海へ舞ひ立つ 福岡県大牟田市 鹿子生　憲二

入選 村歌舞伎終ればお山に雪降れば女形は女房と蒟蒻芋掘る 広島市中区 出口　政春

入選 悠然と葦原の上ゆく雲がわれを見ているわれも見ている 静岡県浜松市南区 大庭　拓郎

入選 会う度に農をやめると言う老いは島の春田をすでに耕す 千葉県香取市 奥村　利夫

入選 故郷へ帰るつもりはなかりしが教師となりて定年むかふ 広島県三次市 折口　浩三

入選 喜怒哀楽の題に頭を悩ませて琥珀の中の蟻となりたり 青森県上北郡六戸町 野崎　和子

入選 鰤丼が鰹丼へと替へられてメニューは近づく春を点せり 宮城県仙台市泉区 角田　正雄

入選 島興こし協力隊に参加せし女子大生は漁夫に嫁げり 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

入選 坂道をさらに登れば船の見ゆ蜜柑の花のかぐわし瀬戸内 大阪府吹田市 出口　政春

入選 倖せか否かは知らず子の元へ泣き笑ひして嫗移れり 島根県江津市 熊谷　多賀子

入選 手をあげて横断歩道渡る子を会釈して待つ７５０CCの君 大分県豊後大野市 菊地　孝也

入選 頭からしっぽの先まで海色の隠岐の目刺しは泳ぎ出したり 兵庫県宝塚市 小畑　恵子

入選 天草の倉岳山の空の青有明海をつつみこむ青 熊本県天草市 野島　参松

入選 御老公世直し旅は今ですぞ森友加計に印籠出して 熊本県天草市 坂本　タカホ

入選 空も海も赤く染まりし隠岐の島烏賊釣り船は波立ててゆく 島根県江津市 藤井　幹雄

入選 大いなる鯨のやうな雲ありてその上にいま月あらはるる 宮城県石巻市 大和　昭彦

入選 湧きのぼる霧千仭の谷をうめ島かともみゆ山の頂き 東京都杉並区 津田　典男

入選 ついに来た吾がコンバインの認知症直進忘れ右回りのみ 福井県福井市 児玉　普定

入選 口争いを重ねて家を出てこしが妻の作りし弁当うまし 愛知県新城市 大谷　将夫

入選 烏賊釣りの火の耿耿と連なりぬかつての拉致の海と思へず 山口県下松市 河村　正浩

入選 檜の香放ち削られゆく柱やがて鳥居となる日の近し 広島県山県郡北広島町 小田　富佐子

入選 母の手の柔きに触れし日を思う農に生き来し母のその手は 鳥取県境港市 片桐　廣恵

入選 朝より金木犀の花こぼれ小庭は黄なる浄土となりぬ 島根県浜田市 尾﨑　テル子

入選 島内でたった一つの信号機赤に変わるを見た者はなし 岩手県盛岡市 舘洞　嗣雄

入選 七人で暮らした家にひとり住む渡りゆく風今宵もききて 愛知県北設楽郡東栄町 小石　直子

入選 きみはなぜ船にしたのかこんなにもスローな別れに辛くなるのに 山形県酒田市 村上　秀夫

入選 ドリカムの歌で目覚める金曜日落ちつかないが嫌いではない 愛知県岡崎市 山口　竜也

入選 島風に白きたてがみあそばせて草を食めるよ隠岐馬の仔が 静岡県浜松市中区 河田　琴栄

入選 夕闇のにはかに迫る空と海の間に融ける隠岐の島々 静岡県三島市 鈴木　昭紀

入選 野いちごの白き花咲く岬より亡夫と旅せし隠岐の島見ゆ 島根県松江市 須田　芳子

入選 内野　義悠

佳作 島々が防波堤になつてくれましたので　松島に住むその女の言ふ 宮城県石巻市 大和　昭彦

佳作 苦手だとつい言いそびれ仕方無くあなたに付いて猫カフェに行く 埼玉県所沢市 若山　　巌

佳作 眼を病める友からの柚子届きたり大きな文字の手紙を添えて 千葉県香取市 奥村　利夫

佳作 春雨やぬれて行こうよ久し振りぬれて行こうよぬれて行こうよ 岐阜県大垣市 栗田　史朗

佳作 東京のオリンピックまではと菜の花の咲く堀沿ひを杖つき歩む 福岡県三潴郡大木町 中村　久恵

佳作 水底の見ゆる南の島に来て橋の上より亀に手を振る 宮崎県延岡市 河野　正

佳作 翔ぶやうに高速艇は島に着きぬベルト・サインの消えることなく 島根県出雲市 後藤　元興

第20回 隠岐後鳥羽院短歌大賞　選考結果

多くのご投稿をいただき、ありがとうございました。

厳選なる選考の結果、次の皆様が入賞・入選・佳作に選ばれました。

受賞された皆さまにおいては、誠におめでとうございました。

短歌部門　各選者賞　一般の部

本大会も20回を迎え、この度は、全国から多くのご投稿を賜りました。



佳作 代掻きを終えし山田の水鏡キツネノボタン映しておりぬ 広島県三次市 持田　憲子

佳作 神島の女子衆なべて働き手背に負う鹿尾菜の滴が続く 愛知県豊橋市 篠田　武子

佳作 もてもての美丈夫なりし彼も老いのっぺらぼうの子守り爺さん 群馬県館林市 本川　みや子

佳作 息ひそめ信仰伝えし天草のマリアの像の観音に似て 熊本県熊本市中央区 淀　房子

佳作 隠岐島寄せくる波のくだけ散る白きしぶきにわだつみの声 宮崎県宮崎市 熱田　民恵

佳作 初春に『古事記』の歌を朗詠す爺婆のこゑ街に響きぬ 千葉県流山市 森　弘子

佳作 同級生小姑なれば気をつかい話す言葉も敬語となりぬ 神奈川県横浜市青葉区 武市　治子

佳作 道東の手彫りの熊をくれし友三ヶ月後に訃報くるとは 大阪府羽曳野市 赤澤　皆春

佳作 平穏な生活保たむ人生と思へ咎人増ゆる世の中 大分県中津市 南　靜子

佳作 ただ一台残りしバイクの腰掛に雨降りしきる無人駅前 大阪府吹田市 出口　政春

佳作 いが栗が栗や栗やでいが栗やいが栗栗や栗が成る秋 岐阜県大垣市 栗田　史朗

佳作 隠岐の島ゆ持ち帰りたる一株の石蕗の根づきて庭に広ごる 愛媛県四国中央市 加藤　敏史

佳作 早乙女の姿さながら観光にたらい舟こぐ人若からず 三重県伊勢市 加藤　京子

佳作 独り居も良きかなと思う秋の夜の午前零時の湯舟に遊ぶ 福岡県うきは市 西野　たか

佳作 郷愁の目線の向ふのあぜ道を黒猫トコトコ空は夕焼け 岡山県新見市 井原　志津枝

佳作 「ただいま」と玄関あければ「お帰り」と大きな声が廊下を走り来 山口県岩国市 田中　千佳子

佳作 神島に灯のまたたきの深まりて船足速まる伊良湖水道 愛知県知多市 加古　三津代

佳作 亡き夫がいよよ身近く思われてはやも七年の春のめぐれり 大分県大分市 小野　ひさえ

佳作 隠岐島のニュースのたびに語り合う台風さなかの受賞式行き 茨城県常総市 太田　きみ子

佳作 傘持ちて迎へに来たる母照らしバスは止まりぬ新雪の中 東京都杉並区 嶋田　恵一

佳作 若水を汲みゆく道に霜柱ザクザク踏めば心洗わる 島根県大田市 山﨑　美幸

佳作 撒く塩は荒磯をあろふ波がしら土俵に雄雄しや「隠岐の海」起つ 熊本県八代市 船間　和子

佳作 心決め壊ししはずの母の家の小さき合鍵まだ捨てられず 島根県松江市 安部　歌子

◎安田　純生　選

特選 飛魚の飛んで弾んで空の青落ちて慌てて海のあわあわ 京都府京都市伏見区 太田　正己

準特選 日が昇り光るレールを進みゆく貨物列車も少しかがやく 京都府京都市山科区 後藤　正樹

入選 悠然と葦原の上ゆく雲がわれを見ているわれも見ている 静岡県浜松市南区 大庭　拓郎

入選 苦手だとつい言いそびれ仕方無くあなたに付いて猫カフェに行く 埼玉県所沢市 若山　　巌

入選 眼を病める友からの柚子届きたり大きな文字の手紙を添えて 千葉県香取市 奥村　利夫

入選 泣き笑い育ちゆく児の口元に今朝はべっとり苺ジャムつく 群馬県館林市 本川　ミヤ子

入選 バイト誌の求人欄をじっと見て足のつめ切る母の日の朝 東京都大島町 吉本　雄二

入選 すばしこく見えてツバメもどじを踏む蜂など捕え頬を刺されて 埼玉県所沢市 若山　　巌

入選 草ぐさの吐息のごとき風ありて浮き沈みつつ蜆蝶舞ふ 福岡県春日市 岡嶋　玲宝

入選 もてもての美丈夫なりし彼も老いのっぺらぼうの子守り爺さん 群馬県館林市 本川　みや子

入選 同級生小姑なれば気をつかい話す言葉も敬語となりぬ 神奈川県横浜市青葉区 武市　治子

入選 口争いを重ねて家を出てこしが妻の作りし弁当うまし 愛知県新城市 大谷　将夫

入選 島陰を海鳥歩く犬歩く吾も靴ぬぎ腰振り歩く 福岡県柳川市 白谷　明美

入選 死に際の夫を思はす痩せた月わが背につきくる何か言ひたげ 神奈川県横浜市旭区 松井　暁子

入選 名を呼ばれ漁業組合へと走りたり島にひとつの電話でありき 大分県竹田市 井上　登志子

入選 隠岐の旅一人ですると言う夫に辛味大根たっぷりおろす 兵庫県川西市 木内　美由紀

入選 卒論に悩んだ日々の夕焼けよ私実朝彼後鳥羽院 愛媛県松山市 豊田　里惠

入選 孟宗をかぽんかぽんと割りたれば妻がぱくぱくと何か言ひけり 福岡県福岡市西区 原　義輝

入選 堅物と誰もが認めし夫なれど好みし歌劇はビゼーのカルメン 神奈川県藤沢市 山本　澄子

入選 風吹きて遠く住む子を思う朝庭木の枝に蝉の抜け殻 長崎県諫早市 花岡　壽子

入選 奈古湾に浮かぶ小島に西日さしその光へと漁船ら急ぐ 島根県益田市 長谷川　義剛

入選 城ヶ島の磯で躁ぎし君とわれ月日流れて夫婦になりぬ 福岡県宗像市 新倉　正成

入選 気を長く持てと云われしリハビリのいつまで続く９４歳 岐阜県多治見市 加藤　冨美惠

入選 渋渋という面持ちにハシブトが一羽飛び立ち数羽が続く 兵庫県西脇市 野添　一男

入選 夕焼けは色を惜しまずひそひそと夜の帳へ近づいて行く 愛知県豊橋市 久野　敦子

入選 西方はそれほどよいか招くごと夕陽があかい蜻蛉があかい 福岡県福岡市早良区 塩田　直子

入選 永遠の救いを願う御堂にて踵ひび割れ行くか御仏 三重県津市 田中　亜紀子

入選 傘持ちて迎へに来たる母照らしバスは止まりぬ新雪の中 東京都杉並区 嶋田　恵一

入選 会いたしと書いてしまった老人の追伸二行がポストに眠る 徳島県阿南市 小畑　定弘

入選 今何か動いた気がして見下ろしぬ橋の真下はもう日の暮れて 京都府亀岡市 児嶋　きよみ

入選 新調の浴衣の袖をぬらし来て子はしおしおと金魚さしだす 静岡県静岡市葵区 髙杉　光昭

入選 大振りの湯島大根サクサクと口に含めば甘きスイーツ 熊本県八代市 中村　陽子

佳作 隠岐スギの香りただよふ雨あがり浄土ヶ浦に蜃気楼を見る 北海道札幌市手稲区 西井　健治

佳作 故郷へ帰るつもりはなかりしが教師となりて定年むかふ 広島県三次市 折口　浩三



佳作 東京のオリンピックまではと菜の花の咲く堀沿ひを杖つき歩む 福岡県三潴郡大木町 中村　久恵

佳作 水底の見ゆる南の島に来て橋の上より亀に手を振る 宮崎県延岡市 河野　正

佳作 翔ぶやうに高速艇は島に着きぬベルト・サインの消えることなく 島根県出雲市 後藤　元興

佳作 島興こし協力隊に参加せし女子大生は漁夫に嫁げり 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

佳作 熊よけの鈴音ひびかせ学童は森の羚羊見て駈けてゆく 岐阜県高山市 瓜田　民子

佳作 笠山より大島にかかる冬の虹浜に見てをり夫が呼ぶまで 山口県萩市 西元　静香

佳作 ほがらかに昇りて来たる月よみの光に浮かぶ隠岐の島影 青森県八戸市 木立　　徹

佳作 頭からしっぽの先まで海色の隠岐の目刺しは泳ぎ出したり 兵庫県宝塚市 小畑　恵子

佳作 加計呂麻島の浜に芋貝拾ひくれし君をし偲ぶ古き写真に 大分県大分市 羽田野　とみ

佳作 八十をすぎて旅する四姉妹杖持つわれを姉は揶揄する 福岡県三潴郡大木町 中村　久恵

佳作 黄身を抱く白身に僕はなりたいと抱きしめて征きし君は還らず 愛媛県松山市 髙橋　淑子

佳作 大いなる鯨のやうな雲ありてその上にいま月あらはるる 宮城県石巻市 大和　昭彦

佳作 天竜川もすすきの原も暮れにけり高き風車に赤き灯ともる 静岡県浜松市南区 大庭　拓郎

佳作 これ以上親不孝息子がいるものか時に怒りて位牌見つめる 福岡県小郡市 永松　理和

佳作 里山のあるともなしの風にのり黄色い小梅水の辺に落つ 三重県津市 小瀬古　三重子

佳作 病む母に妻炊き呉れし朝粥へ落とす卵の黄身の輝き 千葉県香取市 奥村　利夫

佳作 熱き恋知らざるままに生きて今九十七歳三ヶ月なり 岡山県岡山市南区 大森　志津江

佳作 独り居も良きかなと思う秋の夜の午前零時の湯舟に遊ぶ 福岡県うきは市 西野　たか

佳作 透明な海に浸ればわが体溶けてしまうと思う水際に 熊本県八代市 吉野　佳子

佳作 「生きているだけであなたは、すばらしい」そう言いたいが言えないでいる 岡山県瀬戸内市 小橋　辰矢

佳作 ＦＡＸの灯は忙しなく光りをり庭の落葉を掃きてもどれば 島根県雲南市 岩佐　恒子

佳作 唄ふごと「勉強嫌ひ」と男孫女孫言ひてのどけし息子の家族 京都府城陽市 黒田　雅世

佳作 秋冷の朝に欅の伐られあり三十余年見馴れし六本 神奈川県横浜市港北区 林　静峰

佳作 梅雨晴れの波静かなる佐久の浜媼屈みてカワハギを干す 愛知県岡崎市 今泉　一夫

佳作 いにしへに大宮人の藻刈りせし答志の浜の見ゆる城あと 三重県松阪市 村松　とし子

佳作 扇風機に「アーアー」と言ひし遠き夏ただそれだけで笑顔になれた 愛媛県新居浜市 髙橋　征子

佳作 山鳩のくぐみ鳴く声聞いてをり生後十月の孫を背負ひて 高知県須崎市 徳永　逸夫

佳作 亡き父の手垢のつきし鍬握り土くれ叩くと力湧きくる 愛媛県松山市 井上　由美子

◎永田　淳　選

最優秀作品 顔を開け仲間を見てるライオンは一面に咲くひまわり畑 村本　暉 神戸市立神港橘高等学校

優秀作品 学校の窓から見える水無瀬島櫂で海割り行ってみたいな 山本 果音 光市立光井中学校

短歌部門　青少年の部


