
俳句大賞 漁火に少し離れて隠岐の月 長崎県西彼杵郡長与町 庵野雲

海士町長賞 隠岐の島稲架に隠れてしまひけり 兵庫県相生市 江見　　甦虹

西ノ島町長賞 島ぢゅうに潮の匂へる帰省かな 愛知県名古屋市名東区 与玖法破来

知夫村長賞 釣人も猫も昼餉の舟の上 神奈川県川崎市宮前区 島井　由美子

角川『俳句』賞 上皇の御陵慕ひて小鳥来る 愛媛県大洲市 宮部　敏博

島うた歳時記賞 満月の生みおとしたる隠岐の牛 千葉県袖ヶ浦市 重田　忠雄

松籟賞 夏休島に一礼して別る 熊本県熊本市東区 西村　孝子

◎稲畑汀子選

特選 夏潮や隠岐の難所の小さき島 東京都世田谷区 菊田　和音

準特選 上皇の御陵慕ひて小鳥来る 愛媛県大洲市 宮部　敏博

入選 啓蟄や船出待ちゐる隠岐の島 青森県青森市 小野　いるま

入選 萩若葉風をよるべの友として 三重県伊賀市 奥中　和子

入選 どの島も星満天の隠岐の秋 千葉県香取市 保坂　和郷

入選 かなかなや母は日暮を淋しがる 栃木県那須郡那須町 山崎　綾子

入選 冬ぬくし先祖と共に隠岐暮らし 沖縄県中頭郡読谷村 前田　千文

入選 霧一枚脱ぎてかがやく隠岐の島 茨城県土浦市 野口　英二

入選 つばくらや島に赴任の若き医師 千葉県千葉市花見川区 中村　智善

入選 上皇の化身か塚の鉦叩 秋田県横手市 高橋　遙

入選 冬ざれや島に古りたる行在所 群馬県前橋市 島崎　多津恵

入選 島一つ占領したる蝉時雨 東京都町田市 野村　信廣

入選 霾や上皇眠る隠岐の島 茨城県日立市 町井　寂石

入選 大夕焼隠岐に金波の寄せきたり 山形県鶴岡市 冨樫　桂子

入選 船の着くたび春色の濃き島に 静岡県島田市 落合　芳子

入選 島影を出でて荒海冬の月 秋田県由利本荘市 藤井　淳一

入選 上皇の無念の月日草茂る 愛知県名古屋市緑区 小澤　昭之

入選 草の色離れて冬の蝶となる 島根県出雲市 奥井　紘子

入選 上皇の思ひに馳せる無月かな 東京都足立区 北島　孝子

入選 燃える星燃えぬ星あり星月夜 岡山県津山市 池田　純子

入選 夕焼の最も近き隠岐の島 茨城県水戸市 安方墨子

入選 潮騒も流人の墓も隠岐の秋 新潟県十日町市 金山　有紘

入選 漁火に少し離れて隠岐の月 長崎県西彼杵郡長与町 庵野雲

入選 島ぢゅうに潮の匂へる帰省かな 愛知県名古屋市名東区 与玖法破来

入選 生涯を隠岐島にゐて耕せり 高知県四万十市 石崎　雅男

入選 花人に島の渡船の賑はへる 兵庫県神戸市北区 西村　みどり

入選 遠流の地行く先々に合歓の花 広島県広島市安佐南区 松本　惠和

入選 人語なき黒木御所跡昼の虫 島根県浜田市 田中由紀子

入選 露踏んで重たき靴で帰りけり 兵庫県赤穂市 猪谷　信子

入選 島と陸繋げて立ちぬ冬の虹 山口県下関市 内村　鐵雄

佳作 日の匂ひ草の匂ひや夏の朝 佐賀県小城市 齊藤　さとし

佳作 夕凪や島の村の灯ともり初む 神奈川県横須賀市 望月　良一

佳作 冴返る闇にオリオン座を捜す 奈良県香芝市 芳林　淳子

佳作 風のままほろほろこぼれえごの花 三重県伊賀市 奥中　和子

佳作 千灯の烏賊火影置く水の綺羅 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 月を待ち鬼の控へし隠岐神楽 福岡県行橋市 髙山　桂月

佳作 夕東風や都の薫り乗せて来よ 愛知県豊田市 城山　憲三

佳作 屈託のなくて島の子みな裸 愛知県大府市 中本　英治

佳作 雨音を吸ひ込んでゐる落葉踏む 岡山県岡山市東区 伴　明子

佳作 大虹や海より発ちて海に帰す 神奈川県横浜市都筑区 さとう　亜麻衣

佳作 断崖に行き着きにけり大花野 神奈川県横浜市都筑区 さとう　亜麻衣

佳作 透明も色の内なる水澄めリ 岡山県津山市 池田　純子

佳作 渡り鳥飛びゆく空の色に消え 岡山県津山市 池田　純子

佳作 うららかや覚えて話す島言葉 東京都江東区 橋本　世紀男

佳作 日盛りの離島より来る定期船 静岡県駿東郡長泉町 坂上　菜穂子

佳作 今日もまた島の夕焼とともにあり 兵庫県芦屋市 高杉　靖子

佳作 山影のすぐに迫りて冬田打ち 岡山県岡山市南区 安藤　加代

佳作 夏の海隠岐には隠岐の香りあり 岡山県津山市 池田　純子

佳作 島に嫁し漁一筋のもんぺかな 兵庫県神戸市須磨区 寅屋　照夫

◆俳句部門　入賞

◆俳句部門　各選者賞　一般の部



佳作 まろやかに遠漁火や隠岐涼し 兵庫県神戸市須磨区 寅屋　照夫

佳作 山粧ふ昼なほ暗し御所の跡 広島県呉市 今崎　トミ子

佳作 飛魚翔る海原の碧空の青 東京都三鷹市 水野　二三夫

佳作 岬端の海の青きを鷹渡る 三重県伊賀市 米野　てるみ

佳作 隠岐人と交はすひと言あたたかし 山口県下関市 木嶋 政治

佳作 この径を行けば故郷野菊濃し 岡山県倉敷市 虫明　かつえ

佳作 後鳥羽院忌日の海のそぞろ寒 兵庫県南あわじ市 喜田　明子

佳作 皆勤も努力の一つ卒業す 兵庫県神戸市中央区 横山脩子

佳作 露けしや帝の御廟島一つ 兵庫県西宮市 本郷　桂子

佳作 海と島繋げてかかる隠岐の虹 熊本県玉名市 大野　敬子

◎宇多喜代子選

特選 切崖の洞は神座鷹渡る 愛知県名古屋市中区 光田　道子

準特選 釣人も猫も昼餉の舟の上 神奈川県川崎市宮前区 島井　由美子

入選 つり銭に魚の匂ひ島薄暑 神奈川県相模原市南区 岩渕　直

入選 冴返る闇にオリオン座を捜す 奈良県香芝市 芳林　淳子

入選 足振って春の汐よりあがりけり 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 一蝶の不覚に風の落し穴 愛知県名古屋市守山区 鈴木　恵美子

入選 ひとつ浮きひとつは沈む海月かな 神奈川県横浜市都筑区 さとう　亜麻衣

入選 何かしら考へてゐる日向ぼこ 岡山県津山市 池田　純子

入選 彫り深き楸邨句碑に蝸牛 島根県松江市 山根　一枝

入選 まなじりの鋭き夏の隠岐島 広島県三次市 錦　武志

入選 海いっぱい隠岐いっぱいに鰯雲 鳥取県境港市 吉村　尚久

入選 朝露を睫毛におくや隠岐の牛 大分県由布市 松村　勝美

入選 飛魚や飛ぶ方向も自在なる 岡山県津山市 池田　純子

入選 山影のすぐに迫りて冬田打ち 岡山県岡山市南区 安藤　加代

入選 草の実を口のまはりに牧の牛 広島県広島市東区 藤谷　知子

入選 川下り川ばかり見て夏帽子 岡山県津山市 池田　純子

入選 山道を埋めつくしたる落葉かな 岡山県津山市 池田　純子

入選 上皇の夢に仕える月の夜 三重県津市 田中　亜紀子

入選 島ぢゅうに潮の匂へる帰省かな 愛知県名古屋市名東区 与玖法破来

入選 十薬の花敷きつめて火葬塚 愛知県名古屋市緑区 小林　美冶子

入選 満月や島の精霊動き出す 奈良県奈良市 上田　由姫子

入選 雨つばめ崖千尺の摩天崖 福岡県遠賀郡岡垣町 横尾　淑子

入選 岬端の海の青きを鷹渡る 三重県伊賀市 米野　てるみ

入選 海鳴りの方へ伸びゆく浜豌豆　 東京都日野市 藤野　澪子

入選 放牧の牛の背越しに冬怒濤 広島県広島市佐伯区 田　紀久子

入選 日焼せし少年の歯や島の旅 東京都江東区 橋本　世紀男

入選 草枯れて軽くなりたる隠岐の島 千葉県柏市 岡田　春人

入選 海と島繋げてかかる隠岐の虹 熊本県玉名市 大野　敬子

入選 大楠は村の真ん中小鳥来る 愛知県岡崎市 河合　澄江

入選 初晴にたちまち大地漲りぬ 新潟県加茂市 織田　亮太朗

入選 泣くやうに流人の島の踊かな 東京都新島村 曽根　新五郎

佳作 亡き妻の日傘を見つつ三回忌 大阪府大阪市西区 山﨑　慶治

佳作 冬雁の啼けば昏れゆく黒木御所 静岡県富士宮市 佐野　鬼人

佳作 島沈むほどの人出や避暑の宿 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 黒木御所母の背を押す風薫る 岡山県小田郡矢掛町 湖舟

佳作 かなかなや母は日暮を淋しがる 栃木県那須郡那須町 山崎　綾子

佳作 行在所跡の鉄柵草ひばり 神奈川県川崎市高津区 たむら　葉

佳作 霧一枚脱ぎてかがやく隠岐の島 茨城県土浦市 野口　英二

佳作 屈託のなくて島の子みな裸 愛知県大府市 中本　英治

佳作 日陰より追ひつ追はれつ糸蜻蛉 香川県高松市 織田　文子

佳作 水軍の島の首塚石蕗明かり 三重県志摩市 手塚　泰子

佳作 いしぶみに夢の一字や岩たばこ 千葉県千葉市花見川区 露木　伸作

佳作 大凧を引けば日輪近づきぬ 東京都世田谷区 坂野　辰

佳作 鯖雲の尾を捌くかに摩天崖 京都府城陽市 林　力朗

佳作 島一つ占領したる蝉時雨 東京都町田市 野村　信廣

佳作 餅延べしごとくに島や鰯雲 埼玉県春日部市 柳澤　二重

佳作 すれちがふ人も杖音町小春 石川県金沢市 米田　陽子

佳作 片陰へ牛追ひつめて大西日 大阪府堺市南区 広瀬　徹機

佳作 碑の大きな文字青蛙 山口県周南市 堀口　孝子



佳作 冬の雲手のひらほどの皇子の墓 千葉県市川市 村内　徒歩

佳作 夕焼の最も近き隠岐の島 茨城県水戸市 安方墨子

佳作 呼ばれたるやうに目が行き帰り花 兵庫県神戸市長田区 みやおか　秀

佳作 絶筆に乱れ文字あり隠岐の月 千葉県佐倉市 小池　成功

佳作 稲刈りや三代続く農日誌 茨城県石岡市 荒川　忠男

佳作 陸に御所海に竜宮隠岐の夏 石川県七尾市 本谷　眞治郎

佳作 冬怒濤遠島百首聞きてなほ 兵庫県明石市 濱口　宏子

佳作 曲ろうか帰ろか秋の繁華街 石川県金沢市 中村　富代

佳作 借景に枝ぶり透かし松手入 島根県浜田市 田中靜龍

佳作 輝いて今朝とびきりの霜柱 兵庫県神戸市北区 中田　かえ

佳作 牛突くや風まつすぐに冬に入る 愛媛県松山市 井上　由美子

◎石 寒太選

特選 満月の生みおとしたる隠岐の牛 千葉県袖ヶ浦市 重田　忠雄

準特選 島祭あしたに磨く牛の角 愛知県大府市 中本　英治

入選 隠岐島の泳ぎ上手な子となりし 京都府福知山市 堀　蒼浪

入選 鬼やんままっすぐ吾にぶつかり来 福島県相馬市 管澤　建二

入選 島へ急くドクターヘリや春の空 三重県志摩市 尾﨑　亥之生

入選 青北風や隠岐にふたつの行在所 福井県三方郡美浜町 加茂　和己

入選 釣人も猫も昼餉の舟の上 神奈川県川崎市宮前区 島井　由美子

入選 隠岐に立つ虹や怒涛と楸邨と 埼玉県春日部市 榮水　朝夫

入選 海荒れの沖の明るし島の秋 三重県志摩市 手塚　泰子

入選 かげろふの奥より嬰の笑ふ声 千葉県千葉市花見川区 露木　伸作

入選 冬ざれや島に古りたる行在所 群馬県前橋市 島崎　多津恵

入選 大凧を引けば日輪近づきぬ 東京都世田谷区 坂野　辰

入選 酒少し買ひたし海士の夕仕度 千葉県市川市 大河内　卓之

入選 隠岐の島稲架に隠れてしまひけり 兵庫県相生市 江見　　甦虹

入選 霾や上皇眠る隠岐の島 茨城県日立市 町井　寂石

入選 海いっぱい隠岐いっぱいに鰯雲 鳥取県境港市 吉村　尚久

入選 卯浪立ち欠航知らす島訛り 新潟県長岡市 美濃部　紘三

入選 上皇の御陵慕ひて小鳥来る 愛媛県大洲市 宮部　敏博

入選 黒木御所吹上げられし黒揚羽 福島県南相馬市鹿島区 江井　芳朗

入選 後鳥羽院踏みたる御地百舌の贄 埼玉県ふじみ野市 新井　竜才

入選 秋燕遠流の島を置き去りに 大分県宇佐市 岡嶋　あけし

入選 夕焼の最も近き隠岐の島 茨城県水戸市 安方墨子

入選 潮騒も流人の墓も隠岐の秋 新潟県十日町市 金山　有紘

入選 漁火に少し離れて隠岐の月 長崎県西彼杵郡長与町 庵野雲

入選 生涯を隠岐島にゐて耕せり 高知県四万十市 石崎　雅男

入選 荒海や波頭に浮ぶ隠岐の月 大阪府羽曳野市 福田　八郎

入選 一筋の日矢に膨らむ冬木の芽 宮城県塩釜市 横田　みち子

入選 たも網の目より零るる月あかり 奈良県奈良市 小谷　ますみ

入選 春銀河流れ着きたり隠岐島 埼玉県越谷市 横山　百江

入選 絶筆に乱れ文字あり隠岐の月 千葉県佐倉市 小池　成功

佳作 隠岐牛の啼くも別れや朝時雨 群馬県沼田市 山口　雄二

佳作 黒南風や錆太らせて大錨 神奈川県足柄上郡大井町 新井　たか志

佳作 上皇の島の夕焼蜻蛉かな 千葉県香取市 保坂　和郷

佳作 どの島も星満天の隠岐の秋 千葉県香取市 保坂　和郷

佳作 上皇の島に懸け橋天河 大阪府池田市 髙倉　明子

佳作 行在所跡の鉄柵草ひばり 神奈川県川崎市高津区 たむら　葉

佳作 夕東風や都の薫り乗せて来よ 愛知県豊田市 城山　憲三

佳作 つばくらや島に赴任の若き医師 千葉県千葉市花見川区 中村　智善

佳作 Iターン夫婦に双子島は秋 茨城県潮来市 萱原　祥暢　

佳作 人は舟牛は泳ぎて島渡る 神奈川県藤沢市 小田島　美紀子

佳作 大虹や海より発ちて海に帰す 神奈川県横浜市都筑区 さとう　亜麻衣

佳作 彫り深き楸邨句碑に蝸牛 島根県松江市 山根　一枝

佳作 花過ぎの小さき島の火葬場 千葉市稲毛区園生町 棗　楕伊

佳作 随道を牛にゆづりし隠岐の秋 千葉県千葉市緑区 井上　芳秋

佳作 隠岐の子のひとりで遊ぶ手鞠かな 東京都小平市 藤守　灯火

佳作 島の夜や夏炉を点ししげさ節 青森県弘前市 葛西　小櫻

佳作 楸邨の句碑を抱きしむ秋の風 千葉県千葉市稲毛区 藤井　黎子

佳作 草の実を口のまはりに牧の牛 広島県広島市東区 藤谷　知子



佳作 冬の雲手のひらほどの皇子の墓 千葉県市川市 村内　徒歩

佳作 隠岐人と交はすひと言あたたかし 山口県下関市 木嶋 政治

佳作 帰省子のまづ牛小屋を覗きをり 愛知県尾張旭市 古賀　勇理央

佳作 海鳴りの方へ伸びゆく浜豌豆　 東京都日野市 藤野　澪子

佳作 上皇の島の子の礼今朝の秋 千葉県流山市 伊藤　航

佳作 島よりも大き遊覧船小春 宮城県伊具郡丸森町 齋藤　善則

佳作 露けしや帝の御廟島一つ 兵庫県西宮市 本郷　桂子

佳作 でこぼこの月みて偲ぶ後鳥羽院 愛知県名古屋市緑区 矢田　和子

佳作 竜天に登りて黒木御所の黙 千葉県市川市 龍　聴蓉

佳作 後鳥羽院の深き祈りや鶫鳴く 山口県周南市 河村　加南子

佳作 凧隠岐一島を引きにけり 大分県大分市 金澤　諒和

佳作 泣くやうに流人の島の踊かな 東京都新島村 曽根　新五郎

佳作 上皇の無念の怒濤冬の隠岐 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

◎小澤 實選

特選 隠岐の島稲架に隠れてしまひけり 兵庫県相生市 江見　　甦虹

準特選 勝利せし横綱牛に飛び乗りぬ 鳥取県米子市 安田　鷲山

入選 つり銭に魚の匂ひ島薄暑 神奈川県相模原市南区 岩渕　直

入選 隠岐島はるかに帰燕見え隠れ 新潟県新潟市東区 佐藤　無風

入選 隠岐島の泳ぎ上手な子となりし 京都府福知山市 堀　蒼浪

入選 鬼やんままっすぐ吾にぶつかり来 福島県相馬市 管澤　建二

入選 冬雁の啼けば昏れゆく黒木御所 静岡県富士宮市 佐野　鬼人

入選 黒南風や錆太らせて大錨 神奈川県足柄上郡大井町 新井　たか志

入選 あたたかしござつしやらいと迎へられ 大阪府高槻市 長谷川　ちえ子

入選 つばくらや島に赴任の若き医師 千葉県千葉市花見川区 中村　智善

入選 屈託のなくて島の子みな裸 愛知県大府市 中本　英治

入選 海髪採りの生涯隠岐の島を出ず 三重県津市 奥山　功

入選 雨音を吸ひ込んでゐる落葉踏む 岡山県岡山市東区 伴　明子

入選 断崖に行き着きにけり大花野 神奈川県横浜市都筑区 さとう　亜麻衣

入選 うららかや覚えて話す島言葉 東京都江東区 橋本　世紀男

入選 海鳴りの満つる隠岐島鷹渡る 鹿児島県鹿児島市 早水　秀久

入選 水軍の島の首塚石蕗明かり 三重県志摩市 手塚　泰子

入選 黒木御所吹上げられし黒揚羽 福島県南相馬市鹿島区 江井　芳朗

入選 花過ぎの小さき島の火葬場 千葉市稲毛区園生町 棗　楕伊

入選 朝露を睫毛におくや隠岐の牛 大分県由布市 松村　勝美

入選 初時雨島の仔牛の競られけり 兵庫県宝塚市 安田　徳子

入選 青嵐や放馬たてがみ靡かせて 兵庫県加古川市 渡辺　しま子

入選 漁火に少し離れて隠岐の月 長崎県西彼杵郡長与町 庵野雲

入選 島ぢゅうに潮の匂へる帰省かな 愛知県名古屋市名東区 与玖法破来

入選 勝ち牛の鼻息荒し秋高し 静岡県静岡市葵区 髙杉　光昭

入選 帰省子のまづ牛小屋を覗きをり 愛知県尾張旭市 古賀　勇理央

入選 牛馬の糞乾ききつたり夏の牧 広島県広島市安佐南区 松本　惠和

入選 上皇の島の子の礼今朝の秋 千葉県流山市 伊藤　航

入選 日焼せし少年の歯や島の旅 東京都江東区 橋本　世紀男

入選 大楠は村の真ん中小鳥来る 愛知県岡崎市 河合　澄江

入選 行き渡る島のサイレン冬紅葉 愛媛県松山市 武知　眞美

入選 海泳ぐ牛の眼や青岬 東京都武蔵野市 夏目　重美

佳作 日の匂ひ草の匂ひや夏の朝 佐賀県小城市 齊藤　さとし

佳作 花冷や篝火焚きて隠岐太鼓 茨城県那珂市 秋山　其枝

佳作 巨船より眺めし隠岐の夕焼けて 青森県青森市 小野　いるま

佳作 冬木立ポニーテールのゆれて行く 米国オレゴン州 黒田　素子

佳作 合歓の花後醍醐帝の行在所 群馬県高崎市 黒岩　喜洋

佳作 カモシカの動き眼で追ふ木の芽山 栃木県那須郡那須町 山崎　綾子

佳作 かなかなや母は日暮を淋しがる 栃木県那須郡那須町 山崎　綾子

佳作 バスよりも牛が優先青田風 岡山県岡山市東区 伴　明子

佳作 夕霧を纏ひて島の遭難碑 三重県志摩市 手塚　泰子

佳作 秋刀魚焼き新米を炊き不足なし 東京都北区 小竿　和子

佳作 酒少し買ひたし海士の夕仕度 千葉県市川市 大河内　卓之

佳作 隠岐に来て今日から隠岐の燕です 千葉県香取市 佐藤　春耕

佳作 海いっぱい隠岐いっぱいに鰯雲 鳥取県境港市 吉村　尚久

佳作 手掴みで干鰈売る桂島 福島県南相馬市鹿島区 江井　芳朗



佳作 すれちがふ人も杖音町小春 石川県金沢市 米田　陽子

佳作 春潮や舳先ふりあげ高速艇 静岡県駿東郡長泉町 坂上　美果

佳作 隠岐の子のひとりで遊ぶ手鞠かな 東京都小平市 藤守　灯火

佳作 上皇のみたま鎮めん秋の舞 広島県広島市西区 佐々木　画鏡

佳作 上皇の無念の月日草茂る 愛知県名古屋市緑区 小澤　昭之

佳作 悠然と草食む牛や隠岐は秋 東京都江東区 橋本　世紀男

佳作 上皇の夢に仕える月の夜 三重県津市 田中　亜紀子

佳作 十薬の花敷きつめて火葬塚 愛知県名古屋市緑区 小林　美冶子

佳作 名月や八方の海輝やける 山口県長門市 小林　双岳

佳作 島の子の折目正しく天高し 山口県長門市 藤田　孝雄

佳作 隠岐人と交はすひと言あたたかし 山口県下関市 木嶋 政治

佳作 忘られし蘭医の墓に蛇の衣 新潟県新潟市西区 青柳　明子

佳作 屹立の国賀の巌や冬の浪 広島県竹原市 今井　弘子

佳作 皆勤も努力の一つ卒業す 兵庫県神戸市中央区 横山脩子

佳作 後鳥羽院の深き祈りや鶫鳴く 山口県周南市 河村　加南子

佳作 夏休島に一礼して別る 熊本県熊本市東区 西村　孝子

◎稲畑　汀子選

最優秀作品 落ち葉かき家族みんなで三時間 ワシントン日本語学校 ストーンクイン

優秀作品 負けないぞ木枯らしの中登校だ 海士町立福井小学校 植田　寿也

◎宇多喜代子選

最優秀作品 隠岐神社後鳥羽天皇来てるかな 海士町立福井小学校 篠原　杏

優秀作品 クリスマスツリーみたいに深海魚 墨田区立小梅小学校 髙島　朱莉

◎石　寒太選

最優秀作品 おきじんじゃあきがたくさんおちている 海士町立福井小学校 戸鳴　大翔

優秀作品 いぐり凧のってみたいな冬の空 墨田区立小梅小学校 坂本亮太郎

◎小澤　實選

最優秀作品 おきじんじゃくろいかえるがいっぱいだ 海士町立福井小学校 大海　匠

優秀作品集 クリスマスツリーみたいに深海魚 墨田区立小梅小学校 髙島　朱莉

短歌大賞 大分県大分市 金澤　謙吾

海士町長賞 大阪府岸和田市 向井　靖雄

隠岐汽船社長賞 埼玉県飯能市 佐久間　敬喜

角川『短歌』賞 宮城県石巻市 大和　昭彦

島うた歳時記賞 鳥取県鳥取市 原　ヨリ江

松籟賞 三重県四日市市 田中　早苗

特選 大分県大分市 金澤　謙吾

準特選 埼玉県飯能市 佐久間　敬喜

入選 群馬県館林市 本川　ミヤ子

入選 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

入選 静岡県浜松市南区 大庭　拓郎

入選 愛知県半田市 稲葉　游遊子

入選 長野県松本市 吉田　フサミ

入選 秋田県大仙市 深町　一夫

入選 埼玉県飯能市 椙田　隆

入選 徳島県阿南市 小畑　定弘

入選 愛知県知立市 鈴木　保江

入選 京都府福知山市 堀　蒼浪

入選 兵庫県神戸市灘区 田原　冨美子

入選 神奈川県横須賀市 佐藤　榮一

入選 青森県八戸市 木立　　徹

入選 鳥取県鳥取市 原　ヨリ江

入選 鳥取県境港市 吉村　尚久

入選 三重県志摩市 廣　鶴雄

入選 和歌山県和歌山市 松田　容典

◆俳句部門　各選者賞　青少年の部

◆短歌部門　入賞

フェリーから見える景色は新しくあなたの過去は私の未来

月一度島に来る医師出迎うと老いら港にめかし船待つ

軟膏に残れる指痕子の居りしときのものかとわが傷に塗る

象さんの鼻高だかとあがるとき園児らの顔みな上を向く

初夏の光となりて飛魚の群れは隠岐へとわれを誘う

年古りてよりの夫婦と思ひをり病みゐる夫の爪を切りやる

◆短歌部門　各選者賞　一般の部

◎三枝　昻之　選

フェリーから見える景色は新しくあなたの過去は私の未来

軟膏に残れる指痕子の居りしときのものかとわが傷に塗る

五百羅漢に「ぼくもいますか」混血のビル君さがす真顔となりて

受付の好みの女性は隠岐の人今は我が課の同僚の妻

買い物は自慢の呪文をかけてから「ガス電気戸締り」今日は三回

見はるかす海の真青に凪ぎ居たり領海と言ふ線引きをして

ゆるやかに時の流るる島ならむ地図にぽつかり隠岐は浮きたり

夕焼けのホームに立ちて雲を見る会社帰りのわれも旅人

隠岐四島めぐる旅より帰り来て贔屓の力士ひとり増えたり

テポドンも拉致の悲鳴も聞いたのか日本海の孤高の島は

対岸の灯りは次第に消されゆき冴えゆく月をひとり眺める

海荒るる日は休漁と言ひ乍らひたすら網を繕ふ漁師

移りゆく故郷に帰りふと見ればところどころに若き日の我

船窓の丸きに納む利尻富士雪の裾野を波に広げて

海に入る島の夕日のゆらゆらと草食む牛を点描として

初夏の光となりて飛魚の群れは隠岐へとわれを誘う

トロ箱に産地は隠岐の海士とあり朝どれ栄螺あふれこぼるる

足の指伸べて縮めて点滴の音なき音を聞いてゐる朝

ランドセル一人走れば児らは皆走り出したり菜の花の道



入選 沖縄県糸満市 平良　宗子

入選 福井県小浜市 平田　卿子

入選 大阪府大阪市東淀川区 俵　正市

入選 山口県山口市 山本　まさみ

入選 東京都北区 小竿　和子

入選 東京都葛飾区 小林　容子

入選 愛知県額田郡幸田町 吉口　三男

入選 東京都足立区 佐藤　春夫

入選 京都府京都市左京区 角山　治雄

入選 三重県四日市市 田中　早苗

入選 京都府舞鶴市 藤原　里実

入選 大阪府豊中市 間瀬　喬子

入選 岡山県瀬戸内市 小橋　辰矢

佳作 宮城県石巻市 大和　昭彦

佳作 宮城県石巻市 大和　昭彦

佳作 東京都大島町 吉本　雄二

佳作 宮城県石巻市 大和　昭彦

佳作 埼玉県所沢市 若山　　巌

佳作 東京都町田市 野村　信廣

佳作 群馬県北群馬郡吉岡町 宮﨑　はつ江

佳作 宮城県気仙沼市 昆野　克惠

佳作 青森県八戸市 北村　道子

佳作 宮城県石巻市 大和　昭彦

佳作 群馬県館林市 本川　ミヤ子

佳作 兵庫県神戸市灘区 杉本　敦子

佳作 京都府城陽市 黒田　雅世

佳作 島根県雲南市 芦田　芳子

佳作 京都府京都市山科区 後藤　正樹

佳作 神奈川県横浜市瀬谷区 小林　和歌子

佳作 東京都江東区 橋本　世紀男

佳作 鳥取県鳥取市 塚田　和喜

佳作 長野県長野市 宮島　洋子

佳作 大阪府貝塚市 杉岡　洋子

佳作 沖縄県宜野湾市 与座　和子

佳作 岐阜県飛騨市 江尻　恵子

佳作 三重県伊勢市 澤村　節子

佳作 山口県下関市 内村　鐵雄

佳作 愛媛県松山市 池永　英夫

佳作 熊本県熊本市中央区 竹原　良子

佳作 神奈川県足柄下郡湯河原町 尾崎　知子

佳作 滋賀県大津市 長谷　仁子

佳作 愛媛県松山市 井上　由美子

佳作 山口県岩国市 石井　久美子

特選 大阪府岸和田市 向井　靖雄

準特選 宮城県石巻市 大和　昭彦

入選 宮城県石巻市 大和　昭彦

入選 東京都大島町 吉本　雄二

入選 埼玉県所沢市 若山　　巌

入選 群馬県北群馬郡吉岡町 宮﨑　はつ江

入選 埼玉県飯能市 椙田　隆

入選 宮城県石巻市 大和　昭彦

入選 群馬県館林市 本川　ミヤ子

入選 山口県光市 瀬戸内　光

入選 千葉県柏市 守田　靖

入選 京都府京都市山科区 後藤　正樹

入選 東京都葛飾区 小林　容子

入選 福岡県三潴郡大木町 中村　久恵

入選 愛知県額田郡幸田町 吉口　三男

入選 山口県岩国市 西村　博子

わが故郷は安保の要基地の島ため息ばかりの生け贄の島

表彰の島旅終えて秋日和一夜の歌友の嬉しき便り

海図見て島めぐりせし若き日の思い出詰るヨットの模型

大宙に三角錐を編み込みてメタセコイアの新芽はみどり

子を膝にのせて童話を読みし午後山茶花に降る雨の明るし

満月の隈なき光を吸い込んで私の心は湖になる

パラソルに護られ茄子は客を待つ田舎の夏の無人の売り場

水面には身体を張った「あめんぼう」手足拡げてこの池我と

何のため生きてゐるのか八十路まで探し続けてなほ生きてゆく

年古りてよりの夫婦と思ひをり病みゐる夫の爪を切りやる

寅さんのようにフラリと舞い戻る＜二円不足＞と貼られた葉書

天使のはしごかかる湖上へ鋭角にすべり落ちゆく白鳥の群れ

食パンじゃないぞショパンだ しょっぱいじゃないぞショパンだ パパが弾く

手を離しますいいですかリハビリの老いのうしろにふりかかる声

大地ややにゆるみたりしかいつせいに黄の白の藍のクロッカス咲く

隠岐牛が夏の雨浴び湯気を立て草食む顔を一度振るなり

わが息にわが眼鏡くもるときありてくもりの空をしばらくあるく

不定期に市出身の囃家の出前寄席あり蕎麦屋二階に

五年ぶり島に産声聞こえればただそれだけで楽しく出来る

百歳で隠岐に行こうよ転ばぬよう腰をのばして歴史たどろう

言いかけて深呼吸せること多し七十路半ば言の葉選ぶ

騙しても騙しきれない母の意志畳の上で死ねぬ現代

雨の日のおさんぽにして園児らの傘ぽこぽことはづみつつ行く

吊り革に摑まりながら揺れながら車窓に見遣る秋の夕富士

誘われて三度訪ねし隠岐島海の青さよみどりの松よ

殺されし十三歳は西ノ島出身と聞く　その夜眠れず（上村遼太君）

はじめての飛行機の旅は隠岐なりき漣のごとき海見下ろして

バオバブの樹は太陽を押し上げてマダガスカルに一日始まる

時計見る君の視線が気になって風を集めて飛んで行きたい

入院の日々のリズムに慣れてきて雲の動きを眺めてる朝

我先と幾十のあご弾け飛びフェリーつづけば隠岐は目の前

素潜りで蛸を捕らへし話する青年はきらりと故郷の隠岐を

白壁とつるし柿の朱鮮やかにモンペの母は逞しかった

窓ガラスこもれ陽遊ぶ秋の朝久方振りに紅をひきおり

今日もまた喪中葉書の届きたる年追うごとに数を増しつつ

かけのぼる蜜柑色づく島の坂大漁旗の入江にはいる

寒くなり炬燵を出して猫と居る妻の遺影に断りながら

穭田の秋茜の群舞ひ去りて「年賀欠礼」届き始むる

繰り返し読み聞かせたる絵本手に時戻りゆく子育ての頃

ひんやりする土間に入れば祖母の家に高菜の古漬けの匂ひがしたり

一丈の月光菩薩の背にまはり半身裸像の直きを見上ぐ（白鳳展にて）

老い母の穏しき明日を願ひつつ炊飯器の予約ボタンを押せり

海士町で子を産み育て生きてゆくＩターンの友に二年目の冬

◎安田　純生　選

月一度島に来る医師出迎うと老いら港にめかし船待つ

象さんの鼻高だかとあがるとき園児らの顔みな上を向く

手を離しますいいですかリハビリの老いのうしろにふりかかる声

隠岐牛が夏の雨浴び湯気を立て草食む顔を一度振るなり

不定期に市出身の囃家の出前寄席あり蕎麦屋二階に

百歳で隠岐に行こうよ転ばぬよう腰をのばして歴史たどろう

隠岐四島めぐる旅より帰り来て贔屓の力士ひとり増えたり

雨の日のおさんぽにして園児らの傘ぽこぽことはづみつつ行く

吊り革に摑まりながら揺れながら車窓に見遣る秋の夕富士

海見つつ歩きいるうちいつ知らずスタートラインに戻る島道

大銀杏の黄の葉舞ひ散る校庭に土はね上げて生徒ら走る

バオバブの樹は太陽を押し上げてマダガスカルに一日始まる

満月の隈なき光を吸い込んで私の心は湖になる

強風に負けるものかと自転車を漕ぎつつ「よいしょ」とかけ声かける

パラソルに護られ茄子は客を待つ田舎の夏の無人の売り場

ふりつづく雨を味方につけ吾と高さ同じになる皇帝ダリア



入選 東京都江東区 橋本　世紀男

入選 茨城県鹿嶋市 栗崎　耕三

入選 京都府亀岡市 近藤　信子

入選 京都府舞鶴市 藤原　里実

入選 山形県酒田市 村上　秀夫

入選 和歌山県有田市 久喜　久子

入選 愛知県岡崎市 今泉　一夫

入選 福岡県筑後市 柴尾　ミツ子

入選 三重県津市 田中　亜紀子

入選 岡山県瀬戸内市 小橋　辰矢

入選 三重県桑名市 田中　流石

入選 静岡県磐田市 小笠原　小夜子

入選 岐阜県恵那市 牧野　守

入選 大分県大分市 金澤　謙吾

入選 神奈川県足柄下郡湯河原町 尾崎　知子

入選 静岡県静岡市清水区 友井　七実子

佳作 大阪府豊中市 鈴木　彩子

佳作 神奈川県横須賀市 望月　良一

佳作 愛知県半田市 稲葉游遊子

佳作 岐阜県大垣市 栗田　史朗

佳作 宮城県仙台市泉区 角田　正雄

佳作 大阪府大阪市西成区 田宮　瑞雲

佳作 静岡県島田市 太田　友一

佳作 埼玉県所沢市 若山　　巌

佳作 山口県光市 松本　進

佳作 三重県志摩市 廣　鶴雄

佳作 香川県丸亀市 寒川　靖子

佳作 兵庫県川西市 木内　美由紀

佳作 神奈川県鎌倉市 鎌田　澄子

佳作 三重県鈴鹿市 森谷　佳子

佳作 神奈川県横浜市瀬谷区 小林　和歌子

佳作 京都府京都市上京区 菅原　多摩子

佳作 滋賀県彦根市 松本　トシ子

佳作 福岡県柳川市 髙原　宏子

佳作 岐阜県大垣市 井上　清一

佳作 熊本県上益城郡御船町 西梅　孝子

佳作 静岡県静岡市葵区 髙杉　光昭

佳作 福岡県柳川市 大橋　拾子

佳作 大分県大分市 川上　美智子

佳作 大阪府和泉市 小野田　裕

佳作 東京都稲城市 徳植　弘幸

佳作 福岡県三潴郡大木町 中村　久恵

佳作 福井県小浜市 宮﨑　洋美

佳作 静岡県浜松市西区 春野　すみれ

佳作 愛媛県松山市 井上　由美子

佳作 島根県松江市 安部　歌子

◎永田　淳

最優秀作品 光市立光井中学校 中村　征志

優秀作品 光市立光井中学校 橋本　雅也

入院の日々のリズムに慣れてきて雲の動きを眺めてる朝

つりびとの水桶の中の赤燈台小アジいっぴき時おりゆらす

雲低き空より青鷺ゆうるりと右翼を傾げ穭田へ下る

寅さんのようにフラリと舞い戻る＜二円不足＞と貼られた葉書

きみの住む島のごとくにわが椀の中央に浮く真白きとうふ

遠き世のみ仏在す無住寺に押し合ふ如く枇杷の花咲く

背丈より長き昆布を引きずりて海女は利尻の磯を上がり来

時化ゆゑに島ゆ戻れぬ妹が明日は大事な舞台と嘆く

赤や黄に輝いて散る葉を眺め君と千年過ごしてみたい

食パンじゃないぞショパンだ しょっぱいじゃないぞショパンだ パパが弾く

秋風のあるかなきかを取り込みて白萩の花散り始めたり

まつすぐに都大路のやうな道羅生門まで一気に駈けむ

「もういいかい」ひと声かけて手作りの初生り西瓜たたきてみたり

フェリーから見える景色は新しくあなたの過去は私の未来

ひんやりする土間に入れば祖母の家に高菜の古漬けの匂ひがしたり

安達太良山車窓に見詰めて故郷に別れ告げしか若き日の夫

大寒の車窓の向こう太陽が一瞬見えて雲に隠れる

荒海の風に耐えつゝ白銀の新芽伸びゆく隠岐の石楠花

見はるかす海の真青に凪ぎ居たり領海と言ふ線引きをして

小船がよ荒波越えて揺れて行く大波越えて離島へと

今生の別れのごとく年の瀬の挨拶交わし連休に入る

船下りてまずひたすらにのみにけり隠岐の誉の天川の水

早春の境港の漁港にはわかめ刈船隠岐よりの船

稽古着で道場訓を唱和する白帯の子等の出せる大声

師の顔を思い出すたび出てくるはひょっこりひょうたん島のドン・ガバチョ

足の指伸べて縮めて点滴の音なき音を聞いてゐる朝

笑い声あげつつ竹槍訓練を真似する若きをさみしく見つむ

この人と生きていこうと決意する島吹く風に背中押されて

亡き兄の幼なき日々の一葉に飼ひゐしちやぼを抱きて写る

数年後の庭を描きて木を植える数年後までは生きたき命

時計見る君の視線が気になって風を集めて飛んで行きたい

つり船の群沖に消え夕ぐれが夜へかたぶく隠岐の島宿

送らんと桟橋駆ける隠岐人に応へて白き夏帽子振る

小さいねでもかわいいね夏みかん黄色の揺れて今朝もおはよう

これでいいこれでいいさと幾度かつぶやきながら来し方を見る

対岸に原発四基を望む島遠き世蒙古襲来せしと

潮騒を聞きいるごとく沖に向く崖の傾りの水仙の群れ

ふる里の島に渡れば湾内のたゆたふ海藻が雑魚を遊ばす

噴火して拡大つづくる西之島に鳥は卵産み生きつぐといふ

犬猫にあだ名をつける感覚であなたがぼくを呼ぶ雪野原

夜光虫銀河となりて流れけり展望船は隠岐の海ゆく

自転車の荷籠のカバー黒き布吹きとばされて蝙蝠となる

稜線は黒く浮きたち屋久島のひと日の終はりを静かに告げをり

航跡は白く光りて遙かなる島につづけり渡りゆきたし

老い母の穏しき明日を願ひつつ炊飯器の予約ボタンを押せり

廃船は淡き影引き海の声聞いているなり冬の浜辺に

◆短歌部門　選者賞　青少年の部

半島をゴリゴリ切って島にして君と二人で語り合いたい

幅跳びの踏切り線の向こう側砂場に出来た足型の島


