
本大会も20回を迎え、この度は、全国から1.945句のご投稿を賜りました。

俳句部門　入賞

大賞 楸邨の島楸邨の木の芽かな 東京都新島村 曽根　新五郎

有馬朗人選特選 牛突きの一歩も退かぬ秋怒濤 宮崎県宮崎市 桑原　淑子

石寒太選特選 隠岐の地図ながめてゐれば小鳥来る 大分県速見郡日出町 髙田　英子

稲畑廣太郎選特選 一枚の島の卒業証書かな 東京都新島村 曽根　新五郎

宇多喜代子選特選 楸邨の島楸邨の木の芽かな 東京都新島村 曽根　新五郎

小澤實選特選 木枯に上皇のこゑ波とがる 広島県広島市東区 黒木　詔子

海士町長賞 虫の音が輪郭作る隠岐島 東京都荒川区 山本　敏倖

西ノ島町長賞 炎天にかたまる牛や隠岐の牧 新潟県長岡市 美濃部　紘三

知夫村長賞 勝ち牛を宥めて隠岐の青嵐 千葉県香取市 奥村　利夫

角川『俳句』編集部賞 隠岐の島迷子のやうな帰り花 山形県東根市 菊地　みさ子

島うた歳時記賞 渺渺と隠岐の海光飛魚とべり 神奈川県横須賀市 中西　光

松籟賞 楸邨のこゑを聴きたし冬木の芽 埼玉県所沢市 内野　義悠

◎有馬朗人選

特選 牛突きの一歩も退かぬ秋怒濤 宮崎県宮崎市 桑原　淑子

準特選 田植歌新島守と唄いつぐ 東京都武蔵野市 髙野　公一

入選 初雷や聞き耳立つる隠岐の牛 北海道札幌市手稲区 西井　健治

入選 鰆焼く味噌の香立ちて夫帰る 山口県周南市 森野　蘇芳

入選 春一番北前船の隠岐泊まり 奈良県生駒郡三郷町 佐藤　靖

入選 隠岐の島ひと呑みにして大夕立 徳島県鳴門市 斎藤　秀雄

入選 紺青の空と海背に隠岐薊 大阪府池田市 髙倉　明子

入選 月澄める流人の島に波高し フランス国トルシー 輪島　恵美生

入選 をちこちに烏賊火の増ゆる隠岐の海 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 指櫛に髪ととのへて海女戻る 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 朝霧や出合い頭の隠岐の牛 宮崎県小林市 永田　タヱ子

入選 たしなみに歌詠む隠岐の鮑海女 奈良県大和高田市 小松　丈夫

入選 月代や船出見送る隠岐の牛 北海道札幌市手稲区 西井　健治

入選 夕焼けや手負ひ敗牛影長し 東京都杉並区 佐々木　利正

入選 蜉蝣の果無き命透かす羽根 岡山県津山市 池田　純子

入選 勝ち牛を宥めて隠岐の青嵐 千葉県香取市 奥村　利夫

入選 荒海へ垣結ふ隠岐の冬構 福岡県大牟田市 鹿子生憲二

入選 寒月や遠流の島の刀鍛冶 島根県出雲市 江角　純子

入選 春告げる牛突きの音鳥の声 群馬県前橋市 武藤　洋一

入選 新海苔の艶美しき束を切る 東京都府中市 平林　けい子

入選 隠岐遠し都わすれの濃き夕べ 石川県金沢市 蔵　堯子

入選 笙の音の闇に鎮もる雨月かな 大分県速見郡日出町 髙田　英子

入選 琵琶語る隠岐の遠流や草萌ゆる 秋田県秋田市 岡部　いさむ

入選 鳳仙花寺坂くらき海女の墓 愛知県名古屋市緑区 小林　美冶子

入選 荒潮の遠流の島や神還る 福井県敦賀市 田嶋　豊年

入選 旅人に鼻を擦り寄せ島の鹿 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 相沢　恵美子

入選 夕焼へ隠岐牛立てり摩天崖 広島県呉市 児玉　明子

入選 赤壁の赤を極めし冬夕焼 奈良県奈良市 西原　かつ野

入選 鳥雲に流人の島の流人墓地 岩手県盛岡市 及川　永心

入選 漁火やたゆたふ遠流隠岐の月 千葉県佐倉市 小池　成功

入選 斎王の森に木の実の落つる音 三重県伊勢市 坂本　剛子

入選 黒牛の冬木影へと消へゆけり 埼玉県所沢市 内野　義悠

第20回 隠岐後鳥羽院俳句大賞　選考結果

俳句部門　各選者賞　一般の部

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。



佳作 気高くも遠流の島の白牡丹 愛知県半田市 稲葉　京閑

佳作 土用波遠流の島を浮き立たす 佐賀県多久市 大石　ひろ女

佳作 椨大樹緑蔭成せる御火葬塚 愛知県名古屋市緑区 村山　美代子

佳作 漁火と烏賊火の綺羅や隠岐の海 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 空蝉の風に吹かるる火葬塚 島根県松江市 山根　一枝

佳作 群れなして草喰う牛や遠郭公 栃木県那須郡那須町 山崎　綾子

佳作 隠岐はるか波のなかなる春の月 愛媛県八幡浜市 後藤　明弘

佳作 隠岐人の会釈ねんごろ稲熟るる 愛知県名古屋市中区 光田　道子

佳作 海鳴りを鎮めて隠岐の帰り花 兵庫県神戸市垂水区 小柴　智子

佳作 烏賊釣火遠流の帝の焔とも 京都府亀岡市 嶋崎　豊子

佳作 鳥帰る島に伝わる流人墓 大分県国東市 吾　亦　紅

佳作 秋声に耳をそばだて隠岐の牛 奈良県奈良市 西浦　月城

佳作 摩天崖し吹く荒波隠岐の月 秋田県由利本荘市 藤井　淳一

佳作 上に向け鳴らす駅鈴秋高し 鳥取県米子市 大下　秀子

佳作 夏霧の中よりぬっと島の牛 群馬県前橋市 馬場　菊子

佳作 渺渺と隠岐の海光飛魚とべり 神奈川県横須賀市 中西　光

佳作 蟹網を繕ふ波止の小春かな 東京都新宿区 貞住　昌彦

佳作 上皇の墓守りぬく生身魂 広島県広島市西区 佐々木　画鏡

佳作 大海へはき出す隠岐の青嵐 埼玉県深谷市 三上　通而

佳作 月大き星も大粒隠岐の島 千葉県香取市 保坂　和郷

佳作 春の山海に向かって牛の鳴く 島根県隠岐郡隠岐の島町 岡田　初江

佳作 島と島繋ぐ便船春の鳶 滋賀県栗東市 小野　雅子

佳作 放牧の牛の明眸隠岐五月 兵庫県明石市 濱口　宏子

佳作 笑い声焚火に焼べる海女の小屋 千葉県香取市 清水　和子

佳作 老鶯の声のみ遠流の島静か 鳥取県境港市 出木　俊子

佳作 勝ち敗けをつけぬ優しさ島相撲 鳥取県米子市 八幡　飛翔

佳作 海夕焼勝牛の背の黒光る 三重県三重郡菰野町 金津　やよい

佳作 祭笛隠岐漂着の末裔かな 鳥取県米子市 岩水　節子

佳作 切り岸へ近づく小船岩つばめ 東京都目黒区 坂根　若葉

佳作 流人墓地守りし人や寒牡丹 福岡県直方市 井上　寿子

◎石寒太選

特選 隠岐の地図ながめてゐれば小鳥来る 大分県速見郡日出町 髙田　英子

準特選 楸邨のこゑを聴きたし冬木の芽 埼玉県所沢市 内野　義悠

入選 島繋ぐ高圧線や鳥渡る 兵庫県宝塚市 西村　宏

入選 初潮や離島へ急ぐ診療船 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 隠岐の春寒太に託し兜太逝く 愛媛県大洲市 宮部　敏博

入選 駆けて出る子を追ひかけて夏帽子 岡山県津山市 池田　純子

入選 夏越して楸邨句碑の影青し 栃木県大田原市 飯島　健司

入選 後鳥羽院の松毬拾ふ夏帽子 島根県松江市 山根　育子

入選 一雨の後の隠岐島秋涼し 岐阜県大垣市 小松　八洲子

入選 ふるさとの海を四股名に土俵入り 島根県松江市 吉浦　増

入選 虫の音が輪郭作る隠岐島 東京都荒川区 山本　敏倖

入選 隠岐相撲軒に力士の勝柱 三重県伊賀市 浜地　和恵

入選 炎天にかたまる牛や隠岐の牧 新潟県長岡市 美濃部　紘三

入選 新任の教師もはだし村相撲 大阪府吹田市 野々村　紘一

入選 神の山鎮めて霧の走る音 群馬県前橋市 島崎　多津恵

入選 天高し島にあらたな呱々の声 長崎県大村市 一瀬　澄子

入選 荒海へ垣結ふ隠岐の冬構 福岡県大牟田市 鹿子生憲二

入選 渺渺と隠岐の海光飛魚とべり 神奈川県横須賀市 中西　光

入選 子の選ぶ離島留学草萌ゆる 島根県出雲市 神田　敬子

入選 帰られぬ故郷のありけり盆の月 福島県大沼郡会津美里町 野中　憲子

入選 髪にさす月のかけらや隠岐しげさ 石川県金沢市 蔵　堯子

入選 隠岐の島迷子のやうな帰り花 山形県東根市 菊地　みさ子

入選 若者の出てゆく島のさくらかな 島根県出雲市 奥井　紘子



入選 楸邨の島楸邨の木の芽かな 東京都新島村 曽根　新五郎

入選 冬麗や番のやうな島二つ 兵庫県姫路市 中島　保

入選 隠岐秋の二人の水脈を置いてゆく 東京都足立区 今野　龍二

入選 隠岐の旅秋の雷より始まれり 群馬県高崎市 松本　平八郎

入選 直会の新米白し隠岐神社 京都府京都市下京区 吉尾　薫

入選  断崖の風の終りの烏瓜 東京都東久留米市 榎本　慶子

入選 鷹柱ありて上皇在所跡 茨城県稲敷郡美浦村 茂呂　典正

入選 四股踏んで隠岐の氏神鎮めたる 大分県大分市 金澤　諒和

入選 上皇の名残の菊花隠岐の海 神奈川県川崎市多摩区 永井　朝女

佳作 隠岐牛の潤みまなこや桜東風 福井県三方郡美浜町 加茂　和己

佳作 うららかや砲台なべて海に向く 奈良県香芝市 芳林　淳子

佳作 春一番北前船の隠岐泊まり 奈良県生駒郡三郷町 佐藤　靖

佳作 海猫を乗せて入港隠岐フェリー 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

佳作 しげさ節唄で覚えた隠岐の島 群馬県前橋市 皆川　正枝

佳作 島一つふくらみ見ゆる若葉どき 千葉県流山市 加藤　酔歩

佳作 種蒔きし隠岐に兜太の二十年 愛媛県大洲市 宮部　敏博

佳作 上皇を祀る社や鳥交る 千葉県千葉市花見川区 中村　智善

佳作 この国のひとつひとつの島の秋 神奈川県横浜市港北区 竹澤　聡

佳作 楸邨の句碑立つ杜の蝉しぐれ 島根県松江市 山根　一枝

佳作 黒木御所跡の台座や露ひとつ 神奈川県川崎市高津区 たむら　葉

佳作 戦争を知らずに育つ水馬 大阪府交野市 杉山　和美

佳作 帰省子の母の手拍子鬼太鼓 山口県山陽小野田市 平島　照雄

佳作 隠岐はるか波のなかなる春の月 愛媛県八幡浜市 後藤　明弘

佳作 風光る島離れゆく人と船 熊本県熊本市西区 永田　証真

佳作 田植歌新島守と唄いつぐ 東京都武蔵野市 髙野　公一

佳作 海鳴りを鎮めて隠岐の帰り花 兵庫県神戸市垂水区 小柴　智子

佳作 薫風や牧に腹這ふ親子牛 滋賀県栗東市 小野　雅子

佳作 乳房杉へ夏鶯の澄みわたる 福岡県福岡市早良区 永田　寿美香

佳作 勝ち牛を宥めて隠岐の青嵐 千葉県香取市 奥村　利夫

佳作 隠岐牛の黒目いっぱい秋夕焼 大阪府堺市東区 津田　明美

佳作 上皇のかな交じり文露けしや 佐賀県佐賀市 栗林　美津子

佳作 夏霧の中よりぬっと島の牛 群馬県前橋市 馬場　菊子

佳作 老の身に余る褒美や冬牡丹 新潟県糸魚川市 比護　賢太郎

佳作 彼の人の涙か隠岐の露しぐれ 茨城県土浦市 野口　英二

佳作 月大き星も大粒隠岐の島 千葉県香取市 保坂　和郷

佳作 郵便車隠岐の港に初荷待つ 島根県隠岐郡隠岐の島町 岡田　初江

佳作 島を継ぎ父の名なぞる神楽笛 秋田県横手市 阿部　清流子

佳作 黒牛の寄り合ふ瞳花海桐 山形県鶴岡市 冨樫　桂子

佳作 島の名を賜はる牛か冬うらら 埼玉県所沢市 内野　義悠

◎稲畑廣太郎選

特選 一枚の島の卒業証書かな 東京都新島村 曽根　新五郎

準特選 うららかや砲台なべて海に向く 奈良県香芝市 芳林　淳子

入選 少年のあをあをとして草いきれ 岐阜県高山市 直井　照男

入選 遠ざかる島に思ひを卒業子 島根県益田市 石川　二一郎

入選 飛魚の水先案内隠岐フェリー 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

入選 隠岐の海泳ぐてあしを遠くして 岡山県岡山市北区 小西　瞬夏

入選 この国のひとつひとつの島の秋 神奈川県横浜市港北区 竹澤　聡

入選 隠岐の海諸島を配し流れ星 東京都多摩市 橋本　絢

入選 新米の香りは母のにほひかな 千葉県千葉市花見川区 金子　日出子

入選 箒もて届くや隠岐の星月夜 千葉県千葉市花見川区 中村　智善

入選 風船を膨らます頬膨らませ 岡山県津山市 池田　純子

入選 太陽を食みきし草を引きにけり 岡山県津山市 池田　純子

入選 風光る島離れゆく人と船 熊本県熊本市西区 永田　証真

入選 虫の音が輪郭作る隠岐島 東京都荒川区 山本　敏倖



入選 神の山鎮めて霧の走る音 群馬県前橋市 島崎　多津恵

入選 初鴨やどちら向いても風の的 群馬県前橋市 島崎　多津恵

入選 島人となりて幾歳閑古鳥 宮城県石巻市 大和　昭彦

入選 夏霧の中よりぬっと島の牛 群馬県前橋市 馬場　菊子

入選 おとなしくなるまで噛みて寒の水 埼玉県春日部市 柳澤　二重

入選 昼寝の子太平洋に足をむけ 三重県伊勢市 平賀　節代

入選 小春日や隠岐の伝説子から子へ 東京都足立区 北島　孝子

入選 客船を闇に押し出し銀河濃し 埼玉県吉川市 人見　正

入選 上皇の墓守りぬく生身魂 広島県広島市西区 佐々木　画鏡

入選 遠流てふ史実踏みゆく露涼し 大阪府吹田市 河辺　さち子

入選 隠岐の島迷子のやうな帰り花 山形県東根市 菊地　みさ子

入選 笙の音の闇に鎮もる雨月かな 大分県速見郡日出町 髙田　英子

入選 冬帝に軟禁されてゐる心 岡山県津山市 池田　純子

入選 島の子の手繰り寄せたる冬銀河 大阪府堺市南区 広瀬　徹機

入選 郵便車隠岐の港に初荷待つ 島根県隠岐郡隠岐の島町 岡田　初江

入選 島沈め持ち上げ隠岐の冬怒濤 山口県長門市 小林　双岳

入選 風と来て風が連れ去る秋の蝶 岡山県岡山市南区 安藤　加代

入選 新米の香りをむすぶ夕まぐれ 三重県伊勢市 坂本　剛子

佳作 風光る牛突き合はす島躍る 北海道札幌市手稲区 西井　健治

佳作 ねんねこの温もり優し子の寝息 東京都日野市 関　明一

佳作 隠岐の島ひと呑みにして大夕立 徳島県鳴門市 斎藤　秀雄

佳作 白南風や遅れて船の着く港 千葉県千葉市花見川区 中村　智善

佳作 方言で事足る島の冬ぬくし 山口県山口市 藤岡　いく子

佳作 潮鳴りのはなれぬ宿り避暑二日 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 駆けて出る子を追ひかけて夏帽子 岡山県津山市 池田　純子

佳作 打水の島に一行迎へらる 秋田県由利本荘市 工藤　悦夫

佳作 薫風や牧に腹這ふ親子牛 滋賀県栗東市 小野　雅子

佳作 烏賊釣火遠流の帝の焔とも 京都府亀岡市 嶋崎　豊子

佳作 天の川涙で諭す母遠し 山形県東根市 武田　本子

佳作 隠岐牛の黒目いっぱい秋夕焼 大阪府堺市東区 津田　明美

佳作 せめぎあふ波の力や冬の隠岐 静岡県三島市 柿崎　宏子

佳作 卒業す校歌の山に一礼し 茨城県日立市 町井　寂石

佳作 鰤起し人影増ゆる船溜まり 東京都新宿区 難波　美枝子

佳作 鳥帰る隠岐島の空夕映えて 秋田県男鹿市 石川　明

佳作 日は隠岐の海に小春の一と日暮れ 兵庫県神戸市須磨区 木下　美津恵

佳作 長月や波をたたみて隠岐の島 岐阜県羽島郡笠松町 赤塚　喜代子

佳作 ばれてゐる手品の種やクリスマス 岡山県津山市 池田　純子

佳作 万緑のふるさと迫り着陸す 千葉県千葉市稲毛区 藤井　黎子

佳作 病室の化粧つ気なき初鏡 岡山県津山市 池田　純子

佳作 祈る事多き地球や去年今年 岡山県津山市 池田　純子

佳作 荒海や命はぐくむ冬木の芽 宮崎県宮崎市 桑原　淑子

佳作 石蕗咲くや古き蔵より醤の香 静岡県御殿場市 坂口　明子

佳作 歌舞伎座の白壁眩し梅雨晴間 広島県広島市東区 土居　直子

佳作 あまたの灯あまたの人のクリスマス 大阪府和泉市 小野田　裕

佳作 隠岐牛の尾の先きまでも月に濡れ 埼玉県さいたま市北区 西脇　はま子

佳作 冬凪を曳く出航の紙テープ 兵庫県神戸市須磨区 高橋　純子

佳作 黄落の明るさ誰も会釈して 埼玉県狭山市 栗原　福江

◎宇多喜代子選

特選 楸邨の島楸邨の木の芽かな 東京都新島村 曽根　新五郎

準特選 牡丹の純白といふ重さかな 広島県呉市 加藤　浩

入選 喝采のごと冬濤の起ち上がる 島根県浜田市 大島　一二三

入選 隠岐牛を小屋に追ひ込み日短 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 指櫛に髪ととのへて海女戻る 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 真清水に指潤して島を発つ 福岡県宗像市 藤﨑　由希子



入選 後鳥羽院の松毬拾ふ夏帽子 島根県松江市 山根　育子

入選 風船を膨らます頬膨らませ 岡山県津山市 池田　純子

入選 秋夕焼隠岐の島々相寄りぬ 高知県土佐市 山本　野枝子

入選 虫の音が輪郭作る隠岐島 東京都荒川区 山本　敏倖

入選 炎天にかたまる牛や隠岐の牧 新潟県長岡市 美濃部　紘三

入選 春雨に膨らんでゐる隠岐諸島 東京都世田谷区 坂野　辰

入選 勝ち牛を宥めて隠岐の青嵐 千葉県香取市 奥村　利夫

入選 秋声に耳をそばだて隠岐の牛 奈良県奈良市 西浦　月城

入選 隠岐牛の黒目いっぱい秋夕焼 大阪府堺市東区 津田　明美

入選 せめぎあふ波の力や冬の隠岐 静岡県三島市 柿崎　宏子

入選 水澄みて水一色となりにけり 岡山県津山市 池田　純子

入選 一塵も無き大空を雁渡る 東京都稲城市 徳植　弘幸

入選 食膳の隠岐藻塩米鯖眩し 栃木県那須塩原市 谷口　畔水

入選 牛の背に夕立の残る落暉かな 東京都杉並区 岡崎　志昴

入選 隠岐の島迷子のやうな帰り花 山形県東根市 菊地　みさ子

入選 灯台の半分は陰鳥渡る 三重県四日市市 大堀　祐吉

入選 月大き星も大粒隠岐の島 千葉県香取市 保坂　和郷

入選 隠岐の旅秋の雷より始まれり 群馬県高崎市 松本　平八郎

入選 船溜り奥の奥まで秋夕焼 奈良県奈良市 上田　由姫子

入選 放牧の牛の明眸隠岐五月 兵庫県明石市 濱口　宏子

入選 初夏の風真っ正面に隠岐へ入る 熊本県玉名市 大野　敬子

入選 銀杏散る小学校の裏階段 茨城県水戸市 井川　水衛

入選 駅鈴は隠岐のものなり青嵐 兵庫県加東市 小東　泰子

入選 鷹柱ありて上皇在所跡 茨城県稲敷郡美浦村 茂呂　典正

入選 上皇も僧侶も流人島の冬 千葉県柏市 岡田　春人

入選 地球儀の楽しき遊び三ヶ日 和歌山県和歌山市 小山　惠津子

佳作 隠岐牛の潤みまなこや桜東風 福井県三方郡美浜町 加茂　和己

佳作 隠岐の島諸手に初日いただいて 山口県下関市 一柳　登志子

佳作 隠岐の子の使い切れざる夏の海 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

佳作 百畳の御堂を抜ける夏の風 東京都日野市 関　明一

佳作 隠岐の島ひと呑みにして大夕立 徳島県鳴門市 斎藤　秀雄

佳作 土用波遠流の島を浮き立たす 佐賀県多久市 大石　ひろ女

佳作 春突風厩舎の牛のたかぶりぬ 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 楸邨の蓑虫鳴くよ御火葬塚 神奈川県川崎市高津区 たむら　葉

佳作 晩夏光胸に二文字母校の名 京都府京都市伏見区 太田　正己

佳作 間引菜に茎の固さの舌触り 岡山県津山市 池田　純子

佳作 生徒らの広げたる地図百千鳥 静岡県沼津市 内久根　眞也

佳作 一枚の島の卒業証書かな 東京都新島村 曽根　新五郎

佳作 神の山鎮めて霧の走る音 群馬県前橋市 島崎　多津恵

佳作 上に向け鳴らす駅鈴秋高し 鳥取県米子市 大下　秀子

佳作 隠岐の島南風の中なる牛の群 大阪府大阪市北区 家治　綾子

佳作 黒牛に大蠅一匹動かざる 愛知県日進市 竹内　克子

佳作 しんしんと水湧く島や星月夜 愛媛県新居浜市 大賀　康男

佳作 闘牛のつやさんさんと五月かな 愛媛県松山市 佐藤　勝

佳作 秋入日らふそく島の点りけり 広島県福山市 嶋山　洋子

佳作 ふくら雀黄楊の木下に群がりぬ 石川県金沢市 中村　富代

佳作 天高し隠岐に二つの一の宮 千葉県千葉市花見川区 大久保　文夫

佳作 行く秋の三郎岩の大落暉 秋田県秋田市 岡部　いさむ

佳作 隠岐島後鳥羽院陵黄落す 静岡県静岡市葵区 山田　初枝

佳作 夕焼へ隠岐牛立てり摩天崖 広島県呉市 児玉　明子

佳作 黙祷の先へ広ごる隠岐の夏 山口県下関市 冨永　玲子

佳作 冬凪を曳く出航の紙テープ 兵庫県神戸市須磨区 高橋　純子

佳作 人影の揺るる小舟に秋気満つ 香川県綾歌郡宇多津町 溝渕　登志子

佳作 隠岐杉の山眠りけり川もまた 千葉県八街市 菱木　良一

佳作 円かなる瞳八朔牛相撲 東京都武蔵野市 夏目　重美



佳作 黒牛の寄り合ふ瞳花海桐 山形県鶴岡市 冨樫　桂子

◎小澤實選

特選 木枯に上皇のこゑ波とがる 広島県広島市東区 黒木　詔子

準特選 石蕗咲くや古き蔵より醤の香 静岡県御殿場市 坂口　明子

入選 鰆焼く味噌の香立ちて夫帰る 山口県周南市 森野　蘇芳

入選 隠岐牛の潤みまなこや桜東風 福井県三方郡美浜町 加茂　和己

入選 春一番北前船の隠岐泊まり 奈良県生駒郡三郷町 佐藤　靖

入選 吾が帽子さがせば案山子被りいる 京都府京丹後市 竹村　美知子

入選 隠岐の島諸手に初日いただいて 山口県下関市 一柳　登志子

入選 御霊会の神馬の糞の光るなり 福岡県福岡市早良区 小出　達夫

入選 今朝雨の隠岐は島後の蛇の衣 東京都足立区 今野　龍二

入選 隠岐うらら漁師に嫁して三十年 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 春突風厩舎の牛のたかぶりぬ 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 たしなみに歌詠む隠岐の鮑海女 奈良県大和高田市 小松　丈夫

入選 切り岸に果つや隠岐なる大花野 愛知県豊田市 城山　悠水

入選 海女小屋の重き引き戸や梅雨の蝶 神奈川県足柄上郡大井町 新井　たか志

入選 秋夕焼隠岐の島々相寄りぬ 高知県土佐市 山本　野枝子

入選 炎天にかたまる牛や隠岐の牧 新潟県長岡市 美濃部　紘三

入選 烏賊釣火遠流の帝の焔とも 京都府亀岡市 嶋崎　豊子

入選 怒濤寄す島に祭りのキンニャモニャ 奈良県奈良市 西浦　月城

入選 島巡り九十九島の春やはる 福岡県田川郡添田町 濵田　イサオ

入選 上皇のかな交じり文露けしや 佐賀県佐賀市 栗林　美津子

入選 海に出て島の蜻蛉の折り返す 佐賀県佐賀市 栗林　美津子

入選 海鼠取る祖父島の海知り尽くす 三重県志摩市 尾﨑　亥之生

入選 黒牛に大蠅一匹動かざる 愛知県日進市 竹内　克子

入選 渺渺と隠岐の海光飛魚とべり 神奈川県横須賀市 中西　光

入選 須佐之男命栄螺を好みしか 東京都江東区 橋本　世紀男

入選 若者の出てゆく島のさくらかな 島根県出雲市 奥井　紘子

入選 郵便車隠岐の港に初荷待つ 島根県隠岐郡隠岐の島町 岡田　初江

入選 隠岐牛の尾の先きまでも月に濡れ 埼玉県さいたま市北区 西脇　はま子

入選 海夕焼勝牛の背の黒光る 三重県三重郡菰野町 金津　やよい

入選 四股踏んで隠岐の氏神鎮めたる 大分県大分市 金澤　諒和

入選 上皇へ手向ける朝餉今年米 宮城県遠田郡涌谷町 瀧川　實樹男

入選 洞窟をくぐるカヤック夕焼くる 東京都武蔵野市 夏目　重美

佳作 勝牛の荒き鼻息梅雨の風 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

佳作 島繋ぐ高圧線や鳥渡る 兵庫県宝塚市 西村　宏

佳作 白南風や遅れて船の着く港 千葉県千葉市花見川区 中村　智善

佳作 上皇を祀る社や鳥交る 千葉県千葉市花見川区 中村　智善

佳作 月澄める流人の島に波高し フランス国トルシー 輪島　恵美生

佳作 夏霧に隠岐全島が隠される 徳島県鳴門市 斎藤　秀雄

佳作 群れなして草喰う牛や遠郭公 栃木県那須郡那須町 山崎　綾子

佳作 院の御所夏うぐいすの鳴く処 島根県出雲市 佐藤　早苗

佳作 秋空や牛の目も澄みあをあをと 島根県邑智郡美郷町 田辺　和枝

佳作 黒牛の尻尾振り振り払ふ蠅 東京都杉並区 佐々木　利正

佳作 牛突きの隠岐に響くや勢子の声 山口県長門市 立野　哲

佳作 老鶯や楸邨句碑の太き文字 群馬県北群馬郡榛東村 武井　波真

佳作 隠岐国の史跡たどれば鳥渡る 山口県周南市 岡村　より子

佳作 勝ち牛を宥めて隠岐の青嵐 千葉県香取市 奥村　利夫

佳作 隠岐島に桜蕊降る御陵かな 秋田県秋田市 進藤　利文

佳作 夏霧の中よりぬっと島の牛 群馬県前橋市 馬場　菊子

佳作 しんしんと水湧く島や星月夜 愛媛県新居浜市 大賀　康男

佳作 寒月や遠流の島の刀鍛冶 島根県出雲市 江角　純子

佳作 国賀神社杖つき参る草紅葉 山口県山口市 本永　百合子

佳作 後鳥羽院の詠の一首を書初す 千葉県香取市 保坂　和郷



佳作 天高し隠岐に二つの一の宮 千葉県千葉市花見川区 大久保　文夫

佳作 荒潮の遠流の島や神還る 福井県敦賀市 田嶋　豊年

佳作 船溜り奥の奥まで秋夕焼 奈良県奈良市 上田　由姫子

佳作 黒光る隠岐の鏃や月冴ゆる 神奈川県横浜市緑区 髙橋　紀美子

佳作 最終の船に乗り込む春ショール 岡山県倉敷市 浮田　雁人

佳作 楸邨のこゑを聴きたし冬木の芽 埼玉県所沢市 内野　義悠

佳作 駅鈴は隠岐のものなり青嵐 兵庫県加東市 小東　泰子

佳作 後鳥羽院無念の島へ夏怒濤 大分県大分市 豊東　美智子

佳作 真青なる空に飛魚隠岐航路 島根県松江市 園山　哲也

佳作 牛突きに渦巻く声のあがる夏 栃木県宇都宮市 小林　伊戸子

◎有馬朗人選

最優秀作品 笛の音で虫もおどるよ夏祭り 原田 陽人 海士町立海士小学校

優秀作品 鳥渡る風が届ける磯の香よ 小野良　快斗 幸田町立南部中学校

◎石寒太選

最優秀作品 宿題の文字のゆれてる夏の昼 藤田　智己 幸田町立南部中学校

優秀作品 キンニャモニャ夏の終わりを告げにきた 石倉大暉 海士町立海士中学校

◎稲畑廣太郎選

最優秀作品 太陽が入道雲に飲み込まれ 大須賀　舞桜 幸田町立南部中学校

優秀作品 あきの空うみとおんなじいろしてる 石橋　洸季 荒尾市立平井小学校

◎宇多喜代子選

最優秀作品 食パンにジャムをつけたら夏の風 小川　涼太 幸田町立南部中学校

優秀作品 夏試合二勝一敗次三勝 笹鹿 一眞 海士町立海士小学校

◎小澤　實選

最優秀作品 プールには虫の死がいが浮いている 平間　叶翔 幸田町立南部中学校

優秀作品 涼風を受けて私は生きかえる 原野　ヒカリ 幸田町立南部中学校

俳句部門　各選者賞　青少年の部


