
第18回隠岐後鳥羽院俳句短歌大賞　選考結果

一般の部（俳句：2,009句/短歌：1,177首）青少年の部（俳句：95句/短歌：25首）に

国内外から多くのご投稿を賜りありがとうございました。

ご応募頂きました作品の選考結果について、次の皆様が入賞・入選・佳作等に選ばれました。

おめでとうございました。

大賞 黒牛の鼻より暮るる師走かな 大分県豊後高田市 為成　央子

有馬朗人選 特選 黒木御所在りしあたりや手鞠つく 千葉県香取市 保坂　和郷

石 寒太選 特選 隠岐太鼓あほりて燃える島相撲 東京都日野市 関　明一

稲畑廣太郎選 特選 大綿や己が重みに落ちゆけり 岡山県津山市 池田　純子

宇多喜代子選 特選 島渡船七夕竹を乗せて着く 東京都多摩市 橋本　絢

小澤 實選 特選 隠岐産の黒き鏃や掌に冷たし 東京都杉並区 嶋田　恵一

海士町長賞 隠岐牛の背に夕立の筋光る 大阪府池田市 髙倉　明子

西ノ島町長賞 打ち上げて引き際強き卯浪かな 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

知夫村長賞 せり上がる入道雲と牛の尻 東京都大島町 吉本　雄二

角川『俳句』編集部賞

水軍の末裔島の盆踊り 埼玉県春日部市 田中　正隆

島うた歳時記賞 八百杉や流人の島の法師蟬 香川県高松市 三木　香代子

松籟賞 大寒の島大寒の流人墓地 東京都新島村 曽根　新五郎

松籟賞 隠岐牛の黒き塊大南風 北海道札幌市東区 藤林　正則

◆俳句部門　各選者賞　一般の部

◎有馬朗人選

特選 黒木御所在りしあたりや手鞠つく 千葉県香取市 保坂　和郷

準特選 笛太鼓鉦の澄みたる鬼の舞 岩手県北上市 深澤　洋子

入選 魚河岸へ一番轍春の雪 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 払暁や海霧の中より隠岐の牛 福井県三方郡美浜町 加茂　和己

入選 波荒き隠岐の国波風光る 宮崎県小林市 永田　タヱ子

入選 初景色隠岐に一羽のこふの鳥 福井県三方郡美浜町 加茂　和己

入選 初潮の岩の窪みの稚魚迅し 東京都江東区 段原　羊子

入選 水軍の末裔島の盆踊り 埼玉県春日部市 田中　正隆

入選 雷鳴や微動だにせぬ隠岐の牛 東京都江東区 橋本　世紀男

入選 八百杉や流人の島の法師蟬 香川県高松市 三木　香代子

入選 相伝の隠岐の闘牛親から子 山口県長門市 藤田　孝雄

入選 台風の風待港や隠岐民謡 兵庫県相生市 江見　　甦虹

入選 澪白く遠ざかり行く島の秋 石川県金沢市 米田　陽子

入選 切能の遠流の島の冴返る 愛知県尾張旭市 古賀　勇理央

入選 牛突きの角打つ音や天高し 大分県由布市 松村　勝美

入選 烏賊洗ふうしろを島の郵便夫 長崎県佐世保市 牛飼　瑞栄

入選 霰うつ隠岐島の謡に院の悲歌 福岡県北九州市若松区 中川　屺城子

入選 流人船着きし岬や鷹渡る 鳥取県米子市 大下　秀子

入選 牛突きの音引分けて島の秋 神奈川県大和市 永井　玲子

入選 大寒の島大寒の流人墓地 東京都新島村 曽根　新五郎

入選 半鐘の早打ちの島春疾風 東京都江東区 段原　羊子

入選 寄せ返す海月の波や流人島 千葉県夷隅郡御宿町 岡西　宣江

入選 引鶴へ今ひと度の汽笛せり 群馬県沼田市 山口　雄二

入選 卯波越えなほこえ遠き配流の地 兵庫県加古川市 渡辺　しま子

入選 一夜さの篝火たきて隠岐角力 島根県松江市 吉浦　増

入選 黒牛の鼻より暮るる師走かな 大分県豊後高田市 為成　央子

入選 炉開や横座は猫の占めてをり 神奈川県藤沢市 小田島　美紀子

入選 歌塚のうすれし文字よ帰り花 東京都東久留米市 榎本　慶子

入選 浜菊や鬼太鼓復習ふ若衆宿 長野県松本市 野尻　寿康

入選 海に月あげて隠岐島牛合せ 三重県伊賀市 米野　てるみ

入選 千鳥鳴く新島守の火葬塚 埼玉県さいたま市北区 西脇　はま子

佳作 天保の墓ある海士や冬の海 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 佐渡院の隠岐忍ぶ音や不如帰 千葉県我孫子市 三階　游

佳作 夏来る島にぼつんと赤ポスト 奈良県生駒市 勝　王騎

佳作 蜥蜴住む上皇塚の昼下り 神奈川県川崎市宮前区 島井　由美子

佳作 打ち上げて引き際強き卯浪かな 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 遅れ来る島の便りや椿咲く 千葉県千葉市花見川区 中村　智善

佳作 暮れ早き牛を取り込む車音 東京都江東区 段原　羊子

佳作 鈴虫の一勢に啼く母の通夜 福岡県鞍手郡鞍手町 井上　いち子

佳作 表札に犬の名ふたつ花梨の実 福岡県鞍手郡鞍手町 井上　いち子

◆俳句部門　入賞



佳作 しげさ節ながるる波止場島の秋 島根県益田市 石川　二一郎

佳作 島人も鳥も早寝の隠岐は春 福井県福井市 塩谷　美津子

佳作 冬ざれや老いたる海女のしげさ節 島根県出雲市 宮下　恭二

佳作 帰り花隠岐の陵吹きのこす 千葉県船橋市 村田　敏行

佳作 隠岐叫ぶ赤壁の辺や冬怒濤 東京都杉並区 岡崎　志昴女

佳作 椨大樹の守る火葬塚寒月光 神奈川県横須賀市 中西　光

佳作 冬晴に鰺干す浜や島暮し 山口県周南市 河村　加南子

佳作 焼火山熟寝むさぼる蝮かな 愛知県春日井市 村木　和子

佳作 桐の実や巫女の鈴振る出雲晴れ 新潟県新潟市東区 山本　武子

佳作 火の島の山嶺赤き月上げて 愛知県名古屋市中区 光田　道子

佳作 都恋ふ冬夕焼の隠岐の島 三重県志摩市 西尾　敬一

佳作 結界の僧が手まねく合歓の花 愛知県名古屋市緑区 小林　美冶子

佳作 隠岐牛の瞳のいとし冬岬 千葉県船橋市 前島　きんや

佳作 波洗ふ隠岐の北壁鶚の巢 鳥取県米子市 堀江　典子

佳作 天辺に石見の夕日夜木菟稲架 広島県三原市 浦島　寛子

佳作 隠岐造り囲める松の色変へず 兵庫県神戸市西区 内田　あさ子

佳作 半島は近くて遠し隠岐芽吹く 東京都港区 鴨下　千尋

佳作 隠岐の海島唄青き草相撲 三重県伊勢市 坂本　剛子

佳作 真ん中に火床大鍋海女の小屋 東京都大田区 山本　智恵

佳作 隠岐の島波荒かれば冬銀河 福岡県遠賀郡芦屋町 桐山　甫

佳作 蔓引けど京の遠退くむかごかな 神奈川県平塚市 石黒　和風

◎石 寒太選

特選 隠岐太鼓あほりて燃える島相撲 東京都日野市 関　明一

準特選 生きてゐる限りは島の墓洗ふ 東京都新島村 曽根　新五郎

入選 天保の墓ある海士や冬の海 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 後鳥羽院ゆかりの趾や敷松葉 福井県三方郡美浜町 加茂　和己

入選 夜神楽の佳境に揃ふ足拍子 山口県長門市 立野　哲

入選 上皇の念ひ遥かや冬の濤 山形県東根市 菊地　みさ子

入選 蜩のこゑ沁みとほる黒木御所 栃木県宇都宮市 加藤　多美子

入選 初潮の岩の窪みの稚魚迅し 東京都江東区 段原　羊子

入選 せり上がる入道雲と牛の尻 東京都大島町 吉本　雄二

入選 水軍の末裔島の盆踊り 埼玉県春日部市 田中　正隆

入選 ふるさとへ繋がる空や星流る 愛媛県四国中央市 豊田　耕造

入選 遠島御百首のみづくき夏つばめ 神奈川県川崎市高津区 たむら　葉

入選 隠岐牛の背に夕立の筋光る 大阪府池田市 髙倉　明子

入選 島深くみかど眠りて木の実降る 大阪府枚方市 藤岡　薫

入選 島三つ渡りて来たる岩燕 島根県出雲市 宮本　よしえ

入選 後鳥羽院の歌碑なぞり読む日傘かな 島根県松江市 山根　一枝

入選 隠岐島へたどりつきたる赤とんぼ 山口県防府市 森重　マスコ

入選 秋落暉三郎岩にかげ三つ 奈良県奈良市 小谷　ますみ

入選 海神も隠岐にやさしき島小春 千葉県流山市 加藤　酔歩

入選 八百杉や流人の島の法師蟬 香川県高松市 三木　香代子

入選 天高し離島をつなぐ長き橋 山口県山口市 岡村　恵美子

入選 大夕立上皇の御陵洗ひけり 愛媛県大洲市 宮部　敏博

入選 しげさ節ながるる波止場島の秋 島根県益田市 石川　二一郎

入選 牡丹にとどく潮騒楸邨碑 長野県長野市 水上　義昭

入選 島一つ二つかぞへて雲の峰 静岡県駿東郡長泉町 坂上　菜穂子

入選 隠岐の島なほ沖ありて雲の峰 島根県出雲市 木幡　花人

入選 隠岐に棲むわれに島の血天高し 千葉県香取市 坂本　正夫

入選 領空は隠岐全島よ鬼やんま 大阪府寝屋川市 森　一心

入選 島つ子の泳ぎ上手の日焼けかな 埼玉県所沢市 志村　美好

入選 牛突きの音引分けて島の秋 神奈川県大和市 永井　玲子

入選 心して吹けよ真冬の隠岐怒涛 島根県出雲市 後藤　まさ弘

入選 院の声楸邨のこゑ涅槃西風 千葉県流山市 伊藤　航

佳作 澪標枯野の果に隠岐島 埼玉県川口市 早乙女　文子

佳作 春宵の月に抱かれて赤子産む 千葉県香取市 保坂　和郷

佳作 隠岐からの吉報一つ涅槃西風 福井県三方郡美浜町 加茂　和己

佳作 波荒き隠岐の国波風光る 宮崎県小林市 永田　タヱ子

佳作 島の子の打ち上げられし土用波 静岡県富士宮市 佐野　鬼人

佳作 三陸の遺構庁舎や夏の星 宮城県仙台市泉区 成田　清治

佳作 蜥蜴住む上皇塚の昼下り 神奈川県川崎市宮前区 島井　由美子

佳作 打ち上げて引き際強き卯浪かな 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 島便り乘せし渡船や水の春 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 枯蟷螂終の一歩や天仰ぎ 大分県大分市 岩波　千代美



佳作 隠岐牛や句碑の高みに鵙猛る 鹿児島県鹿児島市 早水　秀久

佳作 反芻の牛の涎や春の風 島根県松江市 永瀬　海那

佳作 露の身や無念の上皇苔の墓碑 兵庫県宝塚市 西村　宏

佳作 空蝉のしかと縋れる楸邨碑 島根県松江市 山根　一枝

佳作 表札に犬の名ふたつ花梨の実 福岡県鞍手郡鞍手町 井上　いち子

佳作 雷鳴や微動だにせぬ隠岐の牛 東京都江東区 橋本　世紀男

佳作 荒海の隠岐を鎮めて夕焼くる 岡山県岡山市南区 安藤　加代

佳作 油蟬軒に鳴き出す旦かな 千葉県千葉市花見川区 露木　伸作

佳作 海霧の奥へと消えてゆく定期船 静岡県駿東郡長泉町 坂上　美果

佳作 隠岐の空高く帰燕の迅きかな 山口県長門市 藤田　孝雄

佳作 日の道の伸びし礁へ露の径 東京都目黒区 河野　美奇

佳作 鈴の音が先に到着島遍路 愛知県豊田市 西部　透

佳作 銀漢や島を出て行く定期船 千葉県千葉市花見川区 中村　智善

佳作 一片が一塊となる雪崩かな 岡山県津山市 池田　純子

佳作 隠岐島を残し消えゆく雁の棹 奈良県奈良市 草野　直彦

佳作 地底から産まれた島の秋の水 埼玉県川口市 早乙女　文子

佳作 帰り花隠岐の陵吹きのこす 千葉県船橋市 村田　敏行

佳作 春の海船も鴎も隠岐目指す 埼玉県吉川市 人見　正

佳作 隠岐の杜院の御踏みし草紅葉 長野県松本市 青森　有無

◎稲畑廣太郎選

特選 大綿や己が重みに落ちゆけり 岡山県津山市 池田　純子

準特選 冬蝶のたましひの影白くあり 岡山県岡山市北区 荒木　絹江

入選 背伸びするだけの体操山笑ふ 神奈川県相模原市南区 岩渕　直

入選 観潮船渦の手前に迂回せり 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 余生とはまだある未来野に遊ぶ 三重県伊賀市 奥中　和子

入選 夜神楽の佳境に揃ふ足拍子 山口県長門市 立野　哲

入選 打ち上げて引き際強き卯浪かな 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 夕紅葉三瓶山容優しくす 島根県邑智郡邑南町 服部　康人

入選 短夜を遠流の歴史語りつぐ 山口県熊毛郡田布施町 尾上　美清

入選 島三つ渡りて来たる岩燕 島根県出雲市 宮本　よしえ

入選 鈴虫の一勢に啼く母の通夜 福岡県鞍手郡鞍手町 井上　いち子

入選 天高し離島をつなぐ長き橋 山口県山口市 岡村　恵美子

入選 船旅の海の平らを夕千鳥 群馬県前橋市 今井　妙

入選 立冬の遠流の隠岐の発光す 新潟県長岡市 美濃部　紘三

入選 凩や道を塞ぎてゐる如し 岡山県津山市 池田　純子

入選 一片が一塊となる雪崩かな 岡山県津山市 池田　純子

入選 夏潮や隠岐に着きたるプロペラ機 東京都練馬区 西岡　翠

入選 風の息凍蝶なすがままなりし 岡山県津山市 池田　純子

入選 末枯れて空家の空き家らしくなる 茨城県水戸市 井川　水衛

入選 絵硝子の褪せし教会鵙の声 山口県周南市 堀口　孝子

入選 台風の白き荒波日本海 東京都大田区 清水　春美

入選 阿波に皇子隠岐に上皇銀河濃し 徳島県徳島市 佐野　いつ子

入選 島しづむやうな音して虎落笛 愛媛県伊予郡松前町 片山　一行

入選 荒波のぶつかる崖の石蕗の花 東京都文京区 中野　トシ子

入選 上皇も仰ぎ望郷隠岐の月 千葉県佐倉市 小池　成功

入選 夏帽子日に一便の隠岐航路 島根県浜田市 大島　一二三

入選 純粋を貫く隠岐の淑気かな 福井県坂井市 中田　良一

入選 黒牛の鼻より暮るる師走かな 大分県豊後高田市 為成　央子

入選 走り根のうねり大樹の落花かな 静岡県富士市 佐村　晶

入選 交はりを拒む一羽も囀れり 大阪府和泉市 小野田　裕

入選 船体の汚れ重ねて烏賊を釣る 岡山県玉野市 立石　はるか

入選 冬銀河小さき星の小さき人 三重県度会郡大紀町 平見　翠玉

佳作 悠久の柱に寄れば桜舞ふ 奈良県香芝市 芳林　淳子

佳作 青嵐過ぎて大原後鳥羽院 東京都杉並区 今泉　忠芳

佳作 ふるさとへ繋がる空や星流る 愛媛県四国中央市 豊田　耕造

佳作 かりがねや我まだ知らぬ日本海 栃木県那須郡那須町 山崎　綾子

佳作 おぼろ夜の島の汀の露天風呂 埼玉県春日部市 柳澤　二重

佳作 篝火の青水無月の神社かな 東京都世田谷区 石川　美好

佳作 掛けてみて心安らぐ初暦 岡山県津山市 池田　純子

佳作 群島を跨ぎて余る虹の橋 静岡県静岡市駿河区 岡本　守史

佳作 夕時雨畦に湧き立つ匂ひかな 静岡県沼津市 内久根　眞也

佳作 総身に受け屋久杉の春の風 福島県いわき市 伊藤　弘子

佳作 日の出づる冬至の隠岐へ夢馳せる 岐阜県養老郡養老町 神田　まさ子

佳作 鰯雲かばんの底のパスポート 大阪府堺市北区 井上　昌子



佳作 生きてゐる限りは島の墓洗ふ 東京都新島村 曽根　新五郎

佳作 寄せ返す海月の波や流人島 千葉県夷隅郡御宿町 岡西　宣江

佳作 天皇の遠流の島や石蕗の花 福岡県福津市 今村　尚敏

佳作 夏草や院のこゑ聞く馬の貌 千葉県流山市 伊藤　航

佳作 隠岐へ行く修学旅行生の夏 東京都杉並区 鐵　義正

佳作 一島を丸ごと包む蝉しぐれ 鳥取県境港市 出木　俊子

佳作 神無月隠岐の島裏怒涛吼ゆ 神奈川県鎌倉市 山名　愛三

佳作 はずもない夢を夢みて春の宵 山口県長門市 小林　双岳

佳作 色鳥の声を被きて苑を出づ 香川県高松市 新谷　榮子

佳作 無住寺の粗き箒目朴落葉 千葉県袖ヶ浦市 重田　忠雄

佳作 半島の起伏にあがる野焼かな 愛知県名古屋市緑区 小林　美冶子

佳作 茶の花や祖父伝来の畑を継ぐ 石川県金沢市 瀬古　祥子

佳作 上皇も右近も島へ冬の星 兵庫県芦屋市 平田　ひろみ

佳作 隠岐牛の黒き塊大南風 北海道札幌市東区 藤林　正則

佳作 千本の炎舞ひ立つ秋時雨 香川県綾歌郡宇多津町 溝渕　登志子

佳作 花八手言葉短く別れけり 静岡県浜松市天竜区 鈴木　利久

佳作 国境の海のうねりや雪しまく 東京都杉並区 三輪　初子

佳作 沖釣りや隠岐の島影月涼し 神奈川県川崎市高津区 川田 潔

◎宇多喜代子選

特選 島渡船七夕竹を乗せて着く 東京都多摩市 橋本　絢

準特選 鯉のぼり日本海向き隠岐を向き 鳥取県八頭郡八頭町 西尾　青雨

入選 穴開きし春の障子に影揺らぐ 山口県周南市 森野　蘇芳

入選 島牛に一匹の蝿うごきたり 宮城県石巻市 大和　昭彦

入選 するすると鉄塔のぼる葛の花 山口県岩国市 柏村　政子

入選 立冬の遠流の隠岐の発光す 新潟県長岡市 美濃部　紘三

入選 島人も鳥も早寝の隠岐は春 福井県福井市 塩谷　美津子

入選 まず空が明るくなりて初日の出 岡山県津山市 池田　純子

入選 地底から産まれた島の秋の水 埼玉県川口市 早乙女　文子

入選 草むらの隠岐の狸の目を合はす 千葉県千葉市中央区 鈴木　まんぼう

入選 ひと夏に薄れし模様秋日傘 岡山県津山市 池田　純子

入選 隠岐神社柳の落葉拾ひけり 群馬県前橋市 直江　たかべ

入選 飛魚のひかる先端隠岐はるか 広島県安芸郡府中町 杉田　久美子

入選 天高し雄滝雌滝と落ちにけり 岡山県岡山市南区 中山　幸子

入選 上皇の思いの色や冬の海 栃木県宇都宮市 小林　伊戸子

入選 大寒の島大寒の流人墓地 東京都新島村 曽根　新五郎

入選 大寒の島の流人の墓標かな 東京都新島村 曽根　新五郎

入選 最後まで手を振る別れ島の秋 東京都新島村 曽根　新五郎

入選 冷気澄み牛馬をかこむ冬の朝 岡山県倉敷市 小幡　恒雄

入選 呼出しにやあつと声挙ぐ宮相撲 香川県高松市 尾﨑　妙子

入選 島に住む蟬みな同じ声で鳴く 三重県四日市市 大堀　祐吉

入選 島しづむやうな音して虎落笛 愛媛県伊予郡松前町 片山　一行

入選 石蕗の花無人の家の長屋門 千葉県流山市 角田　勇

入選 上皇の歌碑清めたる緑雨かな 東京都稲城市 徳植　弘幸

入選 接岸や隠岐の迎へは夏燕 東京都東大和市 板坂　壽一

入選 黒牛の鼻より暮るる師走かな 大分県豊後高田市 為成　央子

入選 無住寺の粗き箒目朴落葉 千葉県袖ヶ浦市 重田　忠雄

入選 政変の世をまざまざと隠岐の夏 愛知県岡崎市 河合　澄江

入選 隠岐牛の黒き塊大南風 北海道札幌市東区 藤林　正則

入選 纜のきしみかそけき春夜かな 宮城県石巻市 大和　昭彦

佳作 隠岐の春やさしく波は裏がえる 埼玉県吉川市 柏木　飄月

佳作 隠岐の島みかんの花の匂ふころ 山口県防府市 森重　マスコ

佳作 緑さす後鳥羽天皇火葬塚 栃木県宇都宮市 加藤　多美子

佳作 せり上がる入道雲と牛の尻 東京都大島町 吉本　雄二

佳作 隠岐の海見おろす丈の竹煮草 神奈川県足柄上郡大井町 新井　たか志

佳作 隠岐牛の背に夕立の筋光る 大阪府池田市 髙倉　明子

佳作 反芻の牛の涎や春の風 島根県松江市 永瀬　海那

佳作 天心の月照らしけり摩天崖 神奈川県横須賀市 望月　良一

佳作 鉦叩帝の如き面構え 岐阜県大垣市 立川　八州子

佳作 空蝉のいつしか風に消えゆけり 兵庫県芦屋市 永瀬　千惠子

佳作 新しき縁よ島の盆踊 岩手県盛岡市 及川　永心

佳作 納骨堂孤島のごとし秋彼岸 宮城県仙台市青葉区 菊池　武剋

佳作 夕焼や一気に隠岐の島朱に 高知県土佐市 山本　野枝子

佳作 海霧の奥へと消えてゆく定期船 静岡県駿東郡長泉町 坂上　美果

佳作 隠岐の島なほ沖ありて雲の峰 島根県出雲市 木幡　花人



佳作 一片が一塊となる雪崩かな 岡山県津山市 池田　純子

佳作 炎帝に最も近き摩天崖 兵庫県神戸市東灘区 玉手　のり子

佳作 烏賊釣火見えゐて遠き隠岐島 神奈川県横浜市栄区 池谷　鹿次

佳作 隠岐島干潟の先に干潟あり 岡山県勝田郡奈義町 中尾　香

佳作 一島を丸ごと包む蝉しぐれ 鳥取県境港市 出木　俊子

佳作 海霧深し霧また深し隠岐の国 福岡県遠賀郡遠賀町 石松　昌子

佳作 中天に盆の月あり火葬塚 新潟県十日町市 金山　有紘

佳作 相撲柱飾る軒下大旦 徳島県徳島市 新居　三和

佳作 夏草や耳は天差す隠岐の馬 東京都世田谷区 菊田　和音

佳作 モリアオガエル御火葬塚に足掛けて 広島県広島市安佐南区 永伊　予人

佳作 日の丸のうらも日の丸隠岐の月 千葉県袖ヶ浦市 重田　忠雄

佳作 島前の空は鳶の輪風光る 栃木県宇都宮市 板垣　博史

佳作 仁王像冬日に眼剝き出して 埼玉県狭山市 栗原　憲司

佳作 隠岐牛の背骨の高し冬青空 千葉県船橋市 深山　きんぎょ

◎小澤 實選

特選 隠岐産の黒き鏃や掌に冷たし 東京都杉並区 嶋田　恵一

準特選 隠岐牛の背に夕立の筋光る 大阪府池田市 髙倉　明子

入選 船べりに乳房つぶして昆布刈る 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 せり上がる入道雲と牛の尻 東京都大島町 吉本　雄二

入選 軽石の多き浜なり昆布寄す 徳島県阿南市 中富　範子

入選 行在所跡の礎石や秋気満つ 香川県高松市 三木　香代子

入選 隠岐の空高く帰燕の迅きかな 山口県長門市 藤田　孝雄

入選 冬ざれや老いたる海女のしげさ節 島根県出雲市 宮下　恭二

入選 防人の築きし土塁や石蕗の花 大分県宇佐市 岡嶋　あけし

入選 領空は隠岐全島よ鬼やんま 大阪府寝屋川市 森　一心

入選 朝寒や瑞瑞しきは牛の鼻 佐賀県佐賀市 栗林　美津子

入選 大鮑上皇の舌唸らせし 広島県広島市西区 佐々木　画鏡

入選 洞門へ吹きこんできし波の華 東京都文京区 中野　トシ子

入選 蟾蜍御所のかたへに畏まる 群馬県前橋市 馬場　菊子

入選 陵の雨の落葉の煌煌と 東京都世田谷区 菊田　和音

入選 漁が好き畑耕やして島を出ず 山口県長門市 小林　双岳

入選 モリアオガエル御火葬塚に足掛けて 広島県広島市安佐南区 永伊　予人

入選 磯海女の足ヒレ白き光りあふ 福岡県遠賀郡芦屋町 三好　マサ子

入選 桐の実や巫女の鈴振る出雲晴れ 新潟県新潟市東区 山本　武子

入選 黒牛の鼻より暮るる師走かな 大分県豊後高田市 為成　央子

入選 蛸干してＴシャツ干して島暮し 静岡県浜松市中区 上野　文子

入選 寒濤を割りてフェリーは島を離る 大分県大分市 金澤　諒和

入選 蓮の実三粒後鳥羽院の手から手へ 大阪府河内長野市 樽谷　寛子

入選 満潮や落葉乗せくる隠岐の島 広島県広島市中区 倉本　馨

入選 浜菊や鬼太鼓復習ふ若衆宿 長野県松本市 野尻　寿康

入選 神々の島の鮑の大振りよ 東京都豊島区 影山　十二香

入選 隠岐牛の黒き塊大南風 北海道札幌市東区 藤林　正則

入選 船体の汚れ重ねて烏賊を釣る 岡山県玉野市 立石　はるか

入選 千鳥鳴く新島守の火葬塚 埼玉県さいたま市北区 西脇　はま子

入選 国境の海のうねりや雪しまく 東京都杉並区 三輪　初子

入選 絶壁の草喰む牛に秋嵐 大阪府大阪市北区 家治　綾子

入選 牛の背に夕陽の沈む隠岐の秋 愛媛県松山市 井上　由美子

佳作 観潮船渦の手前に迂回せり 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 蜥蜴住む上皇塚の昼下り 神奈川県川崎市宮前区 島井　由美子

佳作 打ち上げて引き際強き卯浪かな 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 隠岐の島みかんの花の匂ふころ 山口県防府市 森重　マスコ

佳作 緑さす後鳥羽天皇火葬塚 栃木県宇都宮市 加藤　多美子

佳作 水軍の末裔島の盆踊り 埼玉県春日部市 田中　正隆

佳作 表札に犬の名ふたつ花梨の実 福岡県鞍手郡鞍手町 井上　いち子

佳作 八百杉や流人の島の法師蟬 香川県高松市 三木　香代子

佳作 油蟬軒に鳴き出す旦かな 千葉県千葉市花見川区 露木　伸作

佳作 銀漢や島を出て行く定期船 千葉県千葉市花見川区 中村　智善

佳作 民宿を守る老ひとり島の夏 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 相沢　恵美子

佳作 隠岐に棲むわれに島の血天高し 千葉県香取市 坂本　正夫

佳作 飛魚のひかる先端隠岐はるか 広島県安芸郡府中町 杉田　久美子

佳作 天高し雄滝雌滝と落ちにけり 岡山県岡山市南区 中山　幸子

佳作 絵硝子の褪せし教会鵙の声 山口県周南市 堀口　孝子

佳作 大寒の島大寒の流人墓地 東京都新島村 曽根　新五郎

佳作 台風の白き荒波日本海 東京都大田区 清水　春美



佳作 隠岐の杜院の御踏みし草紅葉 長野県松本市 青森　有無

佳作 隠岐の島怒涛が囃す磯千鳥 埼玉県さいたま市大宮区 増田　信雄

佳作 行秋の海鮮づくし島泊り 千葉県習志野市 千葉　美森

佳作 船待ちの隠岐の港や冬の月 千葉県香取市 保坂　和郷

佳作 隠岐へ行く修学旅行生の夏 東京都杉並区 鐵　義正

佳作 摩天崖に噛み付き昇る冬怒濤 福岡県北九州市小倉北区 東　泰

佳作 隠岐の海凪ぎたる冬の日和かな 広島県福山市 今野　真

佳作 島涼し終の住処ぞ後鳥羽さん 島根県隠岐郡西ノ島町 神林　ぐんじ

佳作 冬晴に鰺干す浜や島暮し 山口県周南市 河村　加南子

佳作 秋耕や島に生れて島に老ゆ 埼玉県さいたま市中央区 大野　まりな

佳作 つっかけで海辺まで行く精霊舟 東京都江戸川区 安達原　葉子

◆俳句部門　各選者賞　青少年の部

◎有馬朗人選

最優秀作品 数匹の鰤数万の鰯かな 笠谷　佑輔 愛媛県松山市

優秀作品

冬野菜祖父の気持ちのつまってる 永原　莉子

福井小学校

◎石　寒太選

最優秀作品 マフラーを巻く二周目の吐息かな 坂口　渚 岡山県岡山市北区

優秀作品

赤とんぼお墓の上で休んでる 藤田みずな

福井小学校

◎稲畑廣太郎選

最優秀作品

こおろぎが　かけっこしてる　かえりみち 田村　叶和

福井小学校

優秀作品 マフラーを巻く二周目の吐息かな 坂口　渚 岡山県岡山市北区

◎宇多喜代子選

最優秀作品 三歳の発見春の雲動く 笠谷　佑輔 愛媛県松山市

優秀作品

隠岐神社石がいっぱい何万個 梅野　航輝

福井小学校

◎小澤　實選

最優秀作品 数匹の鰤数万の鰯かな 笠谷　佑輔 愛媛県松山市

優秀作品集 いわし雲猫と私のお腹鳴る 大木優梨香 ワシントン日本語学校

短歌大賞 街路樹の枝剪り揃え作業車は晩秋の空を拡げつつ行く 広島県三次市 錦　武志

海士町長賞 帰省した子の大きさが夫と住むこの空間を少し狭める 兵庫県神戸市灘区 田原　冨美子

隠岐汽船社長賞 点滴をはずしてしまう父の手は我を抱きて育てし手なり 愛知県西尾市 原田　熙恵

角川『短歌』編集部賞

施設でも歌つているか姑の声紙を折りつつ「松の木小唄」 茨城県常総市 太田　きみ子

島うた歳時記賞 忘れ難し勘三郎の俊寛が島に残りて叫びしひと声 茨城県鹿嶋市 和田山　可扇

松籟賞 息子から「元気ですか」とメールあり母の日と気づきすぐ返信す 神奈川県横浜市旭区 松井　暁子

◆短歌部門　各選者賞　一般の部

◎三枝　昻之　選

特選 街路樹の枝剪り揃え作業車は晩秋の空を拡げつつ行く 広島県三次市 錦　武志

準特選 帰省した子の大きさが夫と住むこの空間を少し狭める 兵庫県神戸市灘区 田原　冨美子

入選 風にのり電車に入りくる天道虫小さきものを手につつみたり 福岡県三潴郡大木町 中村　久恵

入選 獣医師の亡夫と一緒に来たかったあなたの好きな隠岐馬はどれ 島根県出雲市 太田　径子

入選 長いものに巻かれて生き来しときもあり狡くかしこく表に出さず 宮城県亘理郡亘理町 内海　えり子

入選 隠岐生まれ隠岐島育ちの隠岐弁で九十三歳海に生き来ぬ 鳥取県東伯郡三朝町 入江　則仁

入選 老妻と鍬振り上げて畝作り落暉に映える影に歳なし 大阪府南河内郡河南町 阪井　一夫

入選 対岸の隠岐より望める人あらん今日の大山初冠雪を 鳥取県西伯郡大山町 長谷川　和子

入選 機雷浮く海を渡りて父のゐる隠岐へ着きたる十歳の夏 島根県邑智郡川本町 藤井　幹雄

入選 ちょこまかと昔のわれがやって来る園児の遠足せせらぎのよう 静岡県浜松市南区 大庭　拓郎

入選 からたちの花をうたへば涙いづ「みんなやさしかつたよ」五番目の歌詞 大阪府堺市南区 梶田　有紀子

入選 約束をしてゐたやうに秋は来て芙蓉の花が白く咲きたり 山口県岩国市 木村　桂子

入選 どの道も海へと続く島の道老婆がひとり朝日に向かう 山口県光市 瀬戸内　光

入選 点滴をはずしてしまう父の手は我を抱きて育てし手なり 愛知県西尾市 原田　熙恵

入選 忘れ難し勘三郎の俊寛が島に残りて叫びしひと声 茨城県鹿嶋市 和田山　可扇

入選 「隠岐直送」のぼりはためく居酒屋に今日の疲れを海士イカで酌む 鳥取県境港市 吉村　尚久

入選 口笛を鳴らし北風駆けてゆく茂吉のくろき帽子攫いて 大阪府豊中市 筒井　眞智子

入選 いずれかのブランド名で世に出でる島に戻らぬ子牛見おくる 茨城県鹿嶋市 栗崎　耕三

入選 吹き荒ぶ海にあまたの高き波白馬が立つと島の人言う 香川県坂出市 好井　晶子

入選 迫りたる米寿の席にうたはむと湯船にさらふ「白銀の糸」 大分県大分市 羽田野　とみ

入選 「夕暮れになれば分かる」と手を引かれ君と眺めた知夫の赤壁 大分県大分市 金澤　謙吾

入選 夕焼けの稲架へ刈り稲運ぶ子ら声光るごとひびきあふなり 岐阜県恵那市 牧野　守

入選 東京に帰る私に少年は花を差し出す　島はもう春 東京都小平市 真篠　未成

入選 「卒業だ」「卒業だね」って言いながら手に手をとってタラップ降りる 島根県隠岐郡西ノ島町 安達　有紀

入選 施設でも歌つているか姑の声紙を折りつつ「松の木小唄」 茨城県常総市 太田　きみ子

入選 転勤で二十数年の隠岐ぐらし魚捌きは姑より習う 島根県大田市 澤江　洋子

入選 シャワー室の扉の下の足首がくるくると脱ぐ競泳水着 愛知県名古屋市昭和区 清水　良郎

◆短歌部門　入賞



入選 新雪を踏みたるように来年の日記に予定を二つ書きたり 千葉県八千代市 清水　重男

入選 「遠い昔に都より帝迎えし」と校歌高らかに歌いて巣立つ 鳥取県境港市 角　光子

入選 「人参をこれから蒔くぞ」おほぞらの蜻蛉にも言ひタネ袋切る 福岡県大牟田市 西山　博幸

入選 葉の陰に石蕗の花ふと落つる翅広げたり紋黄蝶なり 熊本県熊本市中央区 本多　和代

入選 ふるさとの春の炬燵に老い母は幼きわれの思ひ出語る 愛媛県松山市 井上　由美子

佳作 島の道のぼりゆくとき海鳴りに押されながらに行く思ひする 宮城県石巻市 大和　昭彦

佳作 岸壁に見送る友のその中のひとりを探す小舟の中で 長崎県大村市 佃　美智子

佳作 監視船エンジン音を低くして島の岬をゆつくり回る 島根県出雲市 樋野　悦生

佳作 老い母はもの思ふ秋重ね着をしたり脱いだり空仰ぎたり 宮城県仙台市泉区 角田　正雄

佳作 欠航が一日続いたあとの船　人がこんなに島に居たのか 新潟県佐渡市 関根　恵津子

佳作 幼な児がこぶしつき上げかけ来たるひらきし手の中蕗の薹あり 千葉県安房郡鋸南町 玉丸　貴惠

佳作 海の宿潮の香はこぶ夕風は娘の頃の思い出さそう 宮崎県宮崎市 熱田　民恵

佳作 朝の陽にきらめきてとぶ飛魚の群れ追う海士の裸身たくまし 神奈川県横須賀市 望月　良一

佳作 県民が怒りで叫ぶ基地なくせ海兵隊が悪魔に見える 沖縄県糸満市 玉城　玲子

佳作 明月に自分の影を踏みながら野道を帰る地芝居の跳ね 埼玉県所沢市 若山　　巌

佳作 しまいいし対のふとんを陽に干しぬ妻と生きたる五十数年 鳥取県米子市 加茂川　四郎

佳作 壁紙に掛時計の跡円くあり時刻知りたくついつい見上ぐ 愛知県岡崎市 山口　竜也

佳作 遠からずあなたと渡る日を願ひ小さく浮かぶ島をながめる 広島県広島市佐伯区 熊谷　純

佳作 きんにゃもにゃきくらもちゃからも皆来いよ跳ねよ踊れよ笑顔の海士町 兵庫県宝塚市 小畑　恵子

佳作 旧姓の「飯島」を継ぐ人無くて梨の花咲く故郷遠し 茨城県鹿嶋市 吉澤　光代

佳作 よく晴れて隠岐が四つに見ゆる日に播種機を押して大根を蒔く 鳥取県西伯郡大山町 表　いさお

佳作 ゆるやかな時間が流れていくような島を巡りて夕やけの空 鳥取県鳥取市 原　ヨリ江

佳作 僧がきて潜水夫きて陶工もきたりて島はにぎやかとなる 愛知県新城市 大谷　将夫

佳作 甑島の人影見えぬ橋工事秋日さんさん東シナ海 福岡県久留米市 堀江　英毅

佳作 妹は幼子二人残し逝く柩に伏して母は離れず 福岡県うきは市 西野　たか

佳作 全室の灯る病院この村に灯らぬままの家もあるべし 山口県岩国市 森田　アヤ子

佳作 知夫村のゆるき坂をばのぼりゆき我あしもとに赤壁ざくり 宮城県宮城郡松島町 遠山　勝雄

佳作 もう一度隠岐へ行きたいとつぶやきて病室の窓に雲眺めをり 京都府城陽市 黒田　雅世

佳作 願わくば生れ育った瀬戸内の島の教師として戻りたい 千葉県流山市 角田　勇

佳作 竹筒に三百円入れ茄子ピーマン無花果買ってシャンシャン帰る 京都府亀岡市 近藤　信子

佳作 風なきに散りゆく桜葉数へをり何することなき病窓の午後 福井県小浜市 小畑　志津子

佳作 島を発つ人を見送る島人は声を張り上げ歌つて踊る 北海道札幌市東区 藤林　正則

佳作 大銀杏葉が降りしきる境内に立ちて合掌本尊拝す 山口県下関市 内村　鐵雄

佳作 船つけば港は潮の香ただよひて島人はみなわれに親しき 島根県松江市 井上　文子

佳作 空気さへミンダナオ島のものならず空の木箱に兄は還りぬ 静岡県浜松市西区 春野　すみれ

◎安田　純生　選

特選 息子から「元気ですか」とメールあり母の日と気づきすぐ返信す 神奈川県横浜市旭区 松井　暁子

準特選 いつ見ても虚空に動かぬ女郎蜘蛛運動不足と言ふはあらぬか 大分県竹田市 井上　登志子

入選 彫像のやうなる牛の足ぶみをしたれば小さき風うごきたり 宮城県石巻市 大和　昭彦

入選 召されゆく兵士の如く見送られサッカー選手海外に向かう 広島県広島市中区 出口　政春

入選 帰省した子の大きさが夫と住むこの空間を少し狭める 兵庫県神戸市灘区 田原　冨美子

入選 監視船エンジン音を低くして島の岬をゆつくり回る 島根県出雲市 樋野　悦生

入選 欠航が一日続いたあとの船　人がこんなに島に居たのか 新潟県佐渡市 関根　恵津子

入選 真夏日の昼下がりには誰もいず吾と幼に広き公園 千葉県山武郡横芝光町 伊橋　徹

入選 あんぱんを二つに割って妻と食ぶ小春日和の餡この小部屋 神奈川県横須賀市 佐藤　榮一

入選 地獄絵に閻魔大王真赤なり鬼は青ありみどりもありて 香川県丸亀市 寒川　靖子

入選 九十歳越えたる友の筆の字に励まされつつ返信を書く 島根県出雲市 米田千賀子

入選 病もつ身には行けぬか隠岐の島大原陵にて後鳥羽院しのぶ 兵庫県宝塚市 加藤　紗栄子

入選 からたちの花をうたへば涙いづ「みんなやさしかつたよ」五番目の歌詞 大阪府堺市南区 梶田　有紀子

入選 点滴をはずしてしまう父の手は我を抱きて育てし手なり 愛知県西尾市 原田　熙恵

入選 農継がぬ我も稲穂の色づきに遠回りして田の道あるく 群馬県桐生市 松本　満江

入選 全室の灯る病院この村に灯らぬままの家もあるべし 山口県岩国市 森田　アヤ子

入選 海鳥の後追ひながら帰り着く夢の中なるふるさとの家 長崎県大村市 佃　美智子

入選 笹の葉の風に騒げる寺に来て椎の実落つる音を聞きをり 福井県小浜市 古谷　智子

入選 忘れ難し勘三郎の俊寛が島に残りて叫びしひと声 茨城県鹿嶋市 和田山　可扇

入選 「隠岐」という文字を指差し笑ってる八十路の母に「おき」と教える 兵庫県川西市 木内　美由紀

入選 島島を繋ぐ小舟の甲板に下校の女性徒ひっそりと居る 島根県出雲市 後藤　元興

入選 軽トラの荷台に乗せて島中を走ってくれた人　遠い夏の日 山口県岩国市 田中　千佳子

入選 公園のベンチで鳩に声をかけパンの半分ねだられた昼 愛知県額田郡幸田町 吉口　三男

入選 迫りたる米寿の席にうたはむと湯船にさらふ「白銀の糸」 大分県大分市 羽田野　とみ

入選 竹筒に三百円入れ茄子ピーマン無花果買ってシャンシャン帰る 京都府亀岡市 近藤　信子

入選 横須賀の少年院に来ているとメール法務官僚の友より 東京都文京区 遠藤　玲奈

入選 北の地のななかまどの実の朱の色は白雪にこそめぐり会ふため 北海道札幌市中央区 原　里子

入選 冬の日と思えぬ陽ざし水槽に射して緋目高水面に浮く 福岡県宗像市 室園　良雄



入選 コンビニの店員さんがあたためた焼そば膝にあたたかな昼 宮崎県宮崎市 鬼束　美佐子

入選 施設でも歌つているか姑の声紙を折りつつ「松の木小唄」 茨城県常総市 太田　きみ子

入選 新雪を踏みたるように来年の日記に予定を二つ書きたり 千葉県八千代市 清水　重男

入選 西空の秋の太陽なほ赫く海へ裸のまま沈みゆく 大阪府吹田市 山本　達

佳作 木下闇抜け来て海を見てゐたる一頭の鹿動かずなりぬ 宮城県石巻市 大和　昭彦

佳作 防犯のライトに突如照らされて後退りする我が影法師 群馬県館林市 本川　ミヤ子

佳作 魚を干す家に並びて大根干す家もありけり秋の隠岐島 京都府福知山市 堀　蒼浪

佳作 北の風一つ一つのさざ波に寒さを乗せて鴨にせまり来 大阪府吹田市 野々村　紘一

佳作 道端にタクシー待てば媼来て何処に行くかとじつと見詰むる 山口県宇部市 五十部　敏夫

佳作 しまいいし対のふとんを陽に干しぬ妻と生きたる五十数年 鳥取県米子市 加茂川　四郎

佳作 怠慢をせめるや厨にたつわれの指に吸いつき烏賊がはなれぬ 和歌山県海南市 水木　芙蓉

佳作 緑萠え卯の花匂ふ鞍馬路を経唱へつつ墨染の列 奈良県北葛城郡河合町 井本　和幸

佳作 対岸の隠岐より望める人あらん今日の大山初冠雪を 鳥取県西伯郡大山町 長谷川　和子

佳作 補聴器を新調せむと惜しみつつ夫の抹茶碗手離さむとす 島根県出雲市 米田千賀子

佳作 機雷浮く海を渡りて父のゐる隠岐へ着きたる十歳の夏 島根県邑智郡川本町 藤井　幹雄

佳作 皇后の珠より生れしと伝へ聞く周防の海の神の双島 山口県下関市 大西　一實

佳作 街路樹の枝剪り揃え作業車は晩秋の空を拡げつつ行く 広島県三次市 錦　武志

佳作 初恋の人偲ばせる面差しのセーラー服が電車降りゆく 岐阜県大垣市 井上　清一

佳作 対岸の島の患者へ試みに胃薬のせ医師ドローン飛ばす 大阪府岸和田市 向井　靖雄

佳作 いくつかの台風過ぎて白き雲鰯や鯖に形変へゆく 福井県小浜市 玉井　令子

佳作 拾い来し落穂の泥を洗い干す父母の姿を見つつ育ちし 東京都北区 小竿　和子

佳作 もう一度隠岐へ行きたいとつぶやきて病室の窓に雲眺めをり 京都府城陽市 黒田　雅世

佳作 願わくば生れ育った瀬戸内の島の教師として戻りたい 千葉県流山市 角田　勇

佳作 口笛を鳴らし北風駆けてゆく茂吉のくろき帽子攫いて 大阪府豊中市 筒井　眞智子

佳作 孫悟空　彼が持ちしは如意棒で平成の子は自撮り棒持つ 兵庫県美方郡新温泉町 西村　徹

佳作 玄武岩の続く断崖を白き岩滝のごとくに貫きゐたり 山形県鶴岡市 大沼　二三枝

佳作 吹き荒ぶ海にあまたの高き波白馬が立つと島の人言う 香川県坂出市 好井　晶子

佳作 五十回忌の写真の祖母は五十歳年上の子や孫に笑みをり 愛知県岡崎市 西村　愛美

佳作 隠岐の蟻よ汝が遠祖らは仰ぎけむ新島守と告らす尊貴を 東京都東大和市 板坂　壽一

佳作 玉入れの棹低くして園児らの競技は続く全部入るるまで 広島県福山市 浜田　光夫

佳作 東京に帰る私に少年は花を差し出す　島はもう春 東京都小平市 真篠　未成

佳作 揚子江の流れににたりと夫は言う水量ませる川のにごりを 熊本県玉名市 宮本　ソノ

佳作 ぎゅう詰めにされて真っ赤に怒りいる蟹が届きぬ隠岐の友より 島根県松江市 安部　歌子

佳作 奇岩打つ波のしぶきの高ければ流刑の帝の心かとぞ思ふ 大阪府大阪市北区 家治　綾子

◆短歌部門　選者賞　青少年の部

◎永田　淳

最優秀作品

馬島で芋ほりしてたらのら猫が海からの道を歩いて見に来た 岡本　芭奈 山口県光市立浅江小学校

優秀作品

大水瀬、小水瀬島が教室の窓から今日も並んで見える 岡田　怜央 山口県光市立光井中学校


