
本大会も22回を迎え、この度は、全国から2,140句のご投稿を賜りました。

厳正なる選考の結果、次の皆様が入賞・入選・佳作に選ばれました。

俳句部門　入賞

大　賞 島の子に島の風吹く初節句 島根県松江市 吉浦　増

石寒太選特選 後鳥羽院八百年の木の芽かな 神奈川県横須賀市 中西　光

稲畑廣太郎選特選 風変はり風の香変はり大花野 岡山県津山市 池田　純子

宇多喜代子選特選 海よりの日の海へ入る隠岐晩夏 宮城県仙台市青葉区 齋藤　伸光

小澤實選特選 一夏を泳ぎ隠岐の子背丈伸ぶ 東京都北区 小竿　和子

海士町長賞 一夏を泳ぎ隠岐の子背丈伸ぶ 東京都北区 小竿　和子

西ノ島町長賞 初夏の海へ島風ふくらみぬ 大分県臼杵市 芋岡　勝一

知夫村長賞 後鳥羽院八百年の木の芽かな 神奈川県横須賀市 中西　光

角川『俳句』編集部賞 楸邨の句碑に一礼初夏の隠岐 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

島うた歳時記賞 花冷の息吹きかけて句碑みがく 東京都新島村　 曽根　新五郎

松籟賞 勝ち牛の尿はながなが天高し 山口県下松市 河村　正浩

◎石寒太選

特選 後鳥羽院八百年の木の芽かな 神奈川県横須賀市 中西　光

準特選 島の子に島の風吹く初節句 島根県松江市 吉浦　増

入選 島を去る卒業生を送る牛 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

入選 島牛の爪切りゐたり春の雲 宮城県石巻市 大和　昭彦

入選 船上の父に合図の海女の笛 神奈川県足柄上郡大井町 新井　たか志

入選 牛小屋に安産の札山笑ふ 茨城県土浦市 野口　英二

入選 上皇の池畔の歌碑や小鳥来る 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

入選 特攻の叔父と語らふ島の盆 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

入選 楸邨の句碑に一礼初夏の隠岐 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

入選 島牛の沖を見てゐる春の風 宮城県石巻市 大和　昭彦

入選 一月の光ふくらむ隠岐島 大阪府河内長野市 樽谷　寛子

入選 日焼して隠岐の漁師を継ぐと言ふ 千葉県香取市 保坂　和郷

入選 霧深き配流の島に着陸す 北海道小樽市 伊藤　玉枝

入選 勝ち牛の尿はながなが天高し 山口県下松市 河村　正浩

入選 楸邨の句碑に擦り寄る親子猫 埼玉県入間市 長澤　健次

入選 日傘よりはみ出す吾子の脚白し 京都府京丹後市 竹村　美知子

入選 まだ誰も拾はぬ若布拾ひけり 佐賀県多久市 大石　ひろ女

入選 楸邨の怒濤の海へ星流る 佐賀県多久市 大石　ひろ女

入選 行在所跡の松風蛇の衣 大阪府豊中市 小畑　晴子

入選 隠岐よりの潮のしたたる栄螺着く 大阪府豊中市 小畑　晴子

入選 楸邨の碑の前点す夕蛍 大阪府池田市 髙倉　明子

入選 花冷の息吹きかけて句碑みがく 東京都新島村 曽根　新五郎

入選 水軍の島万緑の真つ只中 三重県志摩市 手塚　泰子

入選 楸邨の島の御所跡木の芽立ち 埼玉県深谷市 松山　芳彦

第22回 隠岐後鳥羽院俳句大賞　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。

受賞された皆さまにおかれましては、誠におめでとうございます。

俳句部門　各選者賞　一般の部



入選 子に伝ふかるた遠島御百首 神奈川県小田原市 陌間　みどり

入選 陽炎ひて陽炎ひて牛草を食む 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 月光に牛黒黒と隠岐島 東京都品川区 齊藤　昭信

入選 隠岐晩秋京に真向ふ院の墓 福岡県北九州市若松区 中川　屺城子

入選 初夏の海へ島風ふくらみぬ 大分県臼杵市 芋岡　勝一

入選 二番とる隠岐の角力の思ひやり 山口県長門市 立野　哲

入選 菊の香や近くて遠き隠岐の島 鹿児島県薩摩川内市 鈴木　守

佳作 行秋や岸を離るる櫂の音 神奈川県茅ヶ崎市 岩崎　絵美

佳作 花冷の牛突きの瞳の潤みけり 東京都新島村 曽根　新五郎

佳作 上皇の島の白波隠岐の月 千葉県香取市 保坂　和郷

佳作 白鳥の染まらぬあをさ隠岐の海 東京都世田谷区 森　一平

佳作 あはあはと絮噴く隠岐の夏薊 東京都杉並区 草野　准子

佳作 天高し反芻中の隠岐の牛 東京都江東区 橋本　世紀男

佳作 厩出しへ隠岐牛百を放ちけり 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 秋潮の白き刃や隠岐島 秋田県秋田市 岡部　いさむ

佳作 神やどる隠岐八百杉に小鳥来る 奈良県大和高田市 小松　丈夫

佳作 隠岐牛の角磨かれて十三夜 神奈川県川崎市麻生区 山崎　日出子

佳作 島言葉覚えて入る踊りの輪 東京都江東区 橋本　世紀男

佳作 楸邨の句碑にはりつく法師蝉 島根県隠岐郡西ノ島町 真野　早苗

佳作 島の子はみな顔見知り七五三 大阪府吹田市 小井川　和子

佳作 かもめ連れ隠岐の夜明けの帰還船 千葉県佐倉市 小池　成功

佳作 蛇穴を出でその長さ持て余す 岡山県津山市 池田　純子

佳作 人違ひされて会釈の夏帽子 神奈川県茅ケ崎市 八城　湖楊

佳作 牛黑く馬赤くして初景色 神奈川県川崎市多摩区 貞住　みえこ

佳作 上皇の朱色の手印春深し 京都府京都市下京区 吉尾　薫

佳作 まつり果て隠岐の地酒を塩で呑む 大阪府堺市南区 広瀬　徹機

佳作 総領が島守るならひ寒昴 山口県長門市 大道　清子

佳作 笹鳴を窓越しに聴く句会かな 兵庫県芦屋市 三浦　雅子

佳作 一噸を角に預けて島の秋 大阪府大阪市阿倍野区 上西　左大信

佳作 島っ子の海に抱かれて夏休み 埼玉県所沢市 志村　美好

佳作 楸邨碑写し書きする島小春 東京都足立区 北島　孝子

佳作 春一番隠岐に一日吹きわたる 東京都杉並区 庭野　治男

佳作 鳴きながら島の仔牛の売られゆく 千葉県市川市 三田村　伸子

佳作 隠岐島に暮らす一生鳥雲に 大阪府堺市南区 合田　マサル

佳作 にはとりのこゑののびやか島は春 岩手県盛岡市 及川　永心

佳作 艶の増す隠岐牛の尻十三夜 北海道札幌市東区 藤林　正則

佳作 待ち合はせ場所は吹雪の御陵前 島根県隠岐郡海士町 榊原　有紀

◎稲畑廣太郎選

特選 風変はり風の香変はり大花野 岡山県津山市 池田　純子

準特選 牛黑く馬赤くして初景色 神奈川県川崎市多摩区 貞住　みえこ

入選 満開の桜かそけき風を呼ぶ 長崎県大村市 佃　美智子

入選 上皇の池畔の歌碑や小鳥来る 神奈川県川崎市 鈴木　経彦

入選 上皇の木沓の音を知る千草 山口県宇部市 永田　芳子

入選 水底に白雲育つ立夏かな 東京都多摩市 橋本　絢

入選 松籟を聞いて出雲の走りそば 千葉県千葉市花見川区 中村　智善

入選 島の子に島の風吹く初節句 島根県松江市 吉浦　増

入選 異国の灯見つめる漁場冬怒涛 千葉県野田市 春山　武雄



入選 白南風や馴染める靴と島の道 東京都府中市 志田　礼子

入選 花冷の息吹きかけて句碑みがく 東京都新島村 曽根　新五郎

入選 風鈴の舌に巻かれて芭蕉の句 東京都東久留米市 御辺　卯徑

入選 夏を待つオリンピツクの火は遠く 東京都福生市 菁　穂

入選 母子手帳吾子満月に跳ねてをり 神奈川県小田原市 吉元　京

入選 太き息一つに鎮め海女潜る 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 小鳥くる小鳥の空を引きつれて 岡山県津山市 池田　純子

入選 遥か来し祈りの島に聴く初音 福井県あわら市 木幡　嘉子

入選 夕焼や海を渡りて帰る牛 神奈川県茅ケ崎市 塚本　治彦

入選 秋水に風の声きく恐山 神奈川県横浜市神奈川区 永島　文江

入選 室内で洗たく物がゆれる梅雨 岐阜県揖斐郡揖斐川町 香田　明彦

入選 初夏の海へ島風ふくらみぬ 大分県臼杵市 芋岡　勝一

入選 呼び交す島牛の声天高し 秋田県横手市 大坂　和子

入選 島言葉覚えて入る踊りの輪 東京都江東区 橋本　世紀男

入選 閑古鳥声つまらせて流人塚 名古屋市緑区 小林　美冶子

入選 誰もゐぬ遠浅の海月見草 香川県高松市 松花　幾代

入選 霧の海灯り求めて隠岐航路 愛知県岡崎市 板橋　貞夫

入選 赤壁の隠岐の断崖雪しまく 富山県高岡市 山田　紗衣枝

入選 卯浪越えなほこえて訪ふ配流の地 兵庫県加古川市 渡辺　しま子

入選 砂浜に舟引き揚げて冬に入る 神奈川県川崎市 川田　潔

入選 一陣の風も迷へる芒原 東京都中野区 月城　花風

入選 春光を駆け抜けてゆく隠岐の馬 神奈川県座間市 佐藤　博子

入選 黒牛の磨かれてより秋の声 大分県豊後高田市 為成　央子

佳作 ふらここにいま三歳の座りたり 宮城県石巻市 大和　昭彦

佳作 春愁や波音絶えぬ島泊り 愛知県半田市 稲葉　京閑

佳作 上皇を偲ぶ御陵の蝉時雨 奈良県香芝市 芳林　淳子

佳作 露天湯に沈めば背なに式部の実 石川県金沢市 中村　富代

佳作 国道の端は海越え夏霞 兵庫県宝塚市 福島　令子

佳作 麦秋の島に延びたる滑走路 島根県松江市 吉浦　増

佳作 流星の落ちたる隠岐の海の波 奈良県奈良市 亀澤　ちず子

佳作 宅配の玉葱匂ふ姉の文 兵庫県神戸市兵庫区 田野　咲美子

佳作 島風に発ち香水の娘となりぬ 兵庫県神戸市兵庫区 辻　桂湖

佳作 天高し反芻中の隠岐の牛 東京都江東区 橋本　世紀男

佳作 朝凪に神の島へと橋を越ゆ 東京都文京区 遠藤　玲奈

佳作 秋深し島の世阿弥を辿る旅 新潟県糸魚川市 比護　賢太郎

佳作 腹の子も見えし明るさ日向ぼこ 岡山県津山市 池田　純子

佳作 浪の花遠流の島を千切れ飛ぶ 大分県国東市 吾 亦 紅

佳作 祈りの灯点しろうそく島夕焼 兵庫県神戸市垂水区 小柴　智子

佳作 島びとの都言葉や初しぐれ 宮崎県宮崎市 桑原　淑子

佳作 神やどる隠岐八百杉に小鳥来る 奈良県大和高田市 小松　丈夫

佳作 島の子はみな顔見知り七五三 大阪府吹田市 小井川　和子

佳作 天上に座標軸有り朴の花 大阪府堺市東区 津田　明美

佳作 田の神も十一月は出雲路へ 山口県長門市 藤田　孝雄

佳作 紺深き日本海の夏の果て 東京都杉並区 岡崎　志昴

佳作 とろとろと川面の日差し初紅葉 静岡県御殿場市 坂口　明子

佳作 冬帝の慟哭隠岐の島揺する 千葉県流山市 今田　素土

佳作 天高し曙杉の大通り 大阪府吹田市 河辺　さち子

佳作 銀杏散るかの日の散歩御堂筋 兵庫県芦屋市 三浦　雅子



佳作 歌かるた隠岐に帝の御墓守 東京都文京区 芥　ゆかり

佳作 筆太の楸邨の句碑木の芽風 広島県呉市 児玉　明子

佳作 刀剣に刻みし御紋菊日和 東京都千代田区 福岡　静子

佳作 上皇の八百年や冬銀河 千葉県船橋市 斉藤　駿馬

佳作 翁いま旅どのあたり秋深む 神奈川県横浜市港南区 鈴木　美惠子

◎宇多喜代子選

特選 海よりの日の海へ入る隠岐晩夏 宮城県仙台市青葉区 齋藤　伸光

準特選 まぶしげに桜見上ぐる子牛かな 栃木県那須郡那須町 山崎　綾子

入選 楸邨の句碑に一礼初夏の隠岐 神奈川県川崎市 鈴木　経彦

入選 島牛の沖を見てゐる春の風 宮城県石巻市 大和　昭彦

入選 島牛の貌の四角やあえの風 神奈川県足柄上郡大井町 新井　たか志

入選 水底に白雲育つ立夏かな 東京都多摩市 橋本　絢

入選 島の子に島の風吹く初節句 島根県松江市 吉浦　増

入選 太鼓打つ子の真顔なる祭かな 埼玉県久喜市 梅田　ひろし

入選 楸邨の一句となりし木の芽かな 東京都新島村 曽根　新五郎

入選 一夏を泳ぎ隠岐の子背丈伸ぶ 東京都北区 小竿　和子

入選 ポケットに木の実が一つ嬉しい日 三重県松阪市 宇留田　敬子

入選 厩出しへ隠岐牛百を放ちけり 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

入選 初暦祈りのやうに掛けにけり 岡山県津山市 池田　純子

入選 小鳥くる小鳥の空を引きつれて 岡山県津山市 池田　純子

入選 隠岐暮れて御火葬塚へ虫集く 愛知県名古屋市中区 光田　道子

入選 蛙鳴くとも鳴かずとも隠岐島 秋田県秋田市 岡部　いさむ

入選 承久の乱の絵巻や雁渡る 東京都品川区 斉藤　輿志子

入選 春雷の大きく鳴りし陵墓かな 福島県福島市 蒲倉　琴子

入選 初夏の海へ島風ふくらみぬ 大分県臼杵市 芋岡　勝一

入選 菊の香や近くて遠き隠岐の島 鹿児島県薩摩川内市 鈴木　守

入選 はじめての隠岐や御所訪ふ夏帽子 群馬県前橋市 馬場　菊子

入選 隠岐牛の角磨かれて十三夜 神奈川県川崎市麻生区 山崎　日出子

入選 島の子はみな顔見知り七五三 大阪府吹田市 小井川　和子

入選 釣り上げし魚の光る秋日和 千葉県佐倉市 相原　一枝

入選 薄明りのまだやわらかき落葉道 千葉県佐倉市 相原　一枝

入選 大根畑風速計のよく回り 岡山県岡山市北区 小松原　翠

入選 鯊日和みんな無口になつてゐる 三重県四日市市 大堀　祐吉

入選 誰もゐぬ遠浅の海月見草 香川県高松市 松花　幾代

入選 隠岐牛の尻艶やかに春岬 大阪府豊中市 渡辺　美紀代

入選 筆太の楸邨の句碑木の芽風 広島県呉市 児玉　明子

入選 隠岐島冬の怒濤の真ん中に 高知県高知市 池上　守人

入選 どっと来て隠岐の冬波どっと引く 大阪府豊中市 戸川　冨士子

佳作 隠岐牛に追はれ緋色の夏帽子 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

佳作 上皇を偲ぶ御陵の蝉時雨 奈良県香芝市 芳林　淳子

佳作 隠岐牛の踏み込む大地緑立つ 山口県宇部市 永田　芳子

佳作 草笛や島の子後鳥羽院が好き 山口県下松市 河村　正浩

佳作 島人の四肢たくましく秋に入る 神奈川県横浜市港北区 竹澤　聡

佳作 炎天下海盛り上がる隠岐国 神奈川県横須賀市 佐藤　榮一

佳作 牛舎にも一陽来復注連飾り 福島県白河市 吉原　瑞雲

佳作 諳んずる楸邨句碑に松落葉 島根県松江市 山根　一枝

佳作 水軍の島万緑の真つ只中 三重県志摩市 手塚　泰子



佳作 風を聞く国賀岬や夏燕 島根県出雲市 神田　敬子

佳作 上皇の声かと島の法師蝉 茨城県常陸大宮市 瀬尾　みよ子

佳作 島牛の踏ん張る崖や夏の草 栃木県大田原市 飯島　健司

佳作 赤壁に涼風至る紺の海 千葉県八街市 菱木　良一

佳作 秋潮の白き刃や隠岐島 秋田県秋田市 岡部　いさむ

佳作 鳥帰る水平線に隠岐の島 島根県出雲市 木幡　花人

佳作 この世とも蛍烏賊の火あの世とも 島根県浜田市 大島　一二三

佳作 しののめや漁火うつす隠岐の月 埼玉県日高市 西木　日和田

佳作 院のあと楸邨のあと歩く秋 千葉県流山市 伊藤　航

佳作 黒牛の反芻静か十三夜 奈良県奈良市 西原　かつ野

佳作 後鳥羽院八百年の木の芽かな 神奈川県横須賀市 中西　光

佳作 神殿を包む木の葉も散りにけり 岡山県岡山市南区 高橋　睦子

佳作 風変はり風の香変はり大花野 岡山県津山市 池田　純子

佳作 雲間より冬の光芒隠岐の海 神奈川県川崎市麻生区 百田　登起枝

佳作 上皇の朱色の手印春深し 京都府京都市下京区 吉尾　薫

佳作 隠岐牛の息静かなり露葎 栃木県大田原市 小滝　威

佳作 星流る島々に子を眠らせて 滋賀県栗東市 小野　雅子

佳作 春一番隠岐に一日吹きわたる 東京都杉並区 庭野　治男

佳作 松手入れ地下足袋しかと幹とらえ 広島県広島市西区 辻井　康子

佳作 黒牛の磨かれてより秋の声 大分県豊後高田市 為成　央子

佳作 隠岐牛の千の眼千の隠岐の空 千葉県袖ケ浦市 重田　忠雄

◎小澤實選

特選 一夏を泳ぎ隠岐の子背丈伸ぶ 東京都北区 小竿　和子

準特選 勝ち牛の尿はながなが天高し 山口県下松市 河村　正浩

入選 牛小屋に安産の札山笑ふ 茨城県土浦市 野口　英二

入選 日焼して隠岐の漁師を継ぐと言ふ 千葉県香取市 保坂　和郷

入選 霧深き配流の島に着陸す 北海道小樽市 伊藤　玉枝

入選 隠岐よりの潮のしたたる栄螺着く 大阪府豊中市 小畑　晴子

入選 皺の手に唾して父祖の田を返す 大阪府吹田市 野々村　紘一

入選 花冷の牛突きの瞳の潤みけり 東京都新島村 曽根　新五郎

入選 産卵の貝満月の忘れ潮 東京都新島村 曽根　新五郎

入選 牛飼いの昼寝は牛舎見ゆる部屋 埼玉県さいたま市 増田　信雄

入選 島牛の踏ん張る崖や夏の草 栃木県大田原市 飯島　健司

入選 横綱牛着飾る隠岐の秋祭り 島根県出雲市 宮下　狂子

入選 新藁の匂ふ牛舎や子牛産む 東京都杉並区 佐々木　利正

入選 承久の乱の絵巻や雁渡る 東京都品川区 斉藤　輿志子

入選 月光に牛黒黒と隠岐島 東京都品川区 齊藤　昭信

入選 春雷の大きく鳴りし陵墓かな 福島県福島市 蒲倉　琴子

入選 秋冷や闘牛の背の艶光り 島根県出雲市 渡部　文子

入選 牛突きの綱引く人の玉の汗 茨城県水戸市 木村　誠一

入選 釣り上げし魚の光る秋日和 千葉県佐倉市 相原　一枝

入選 知夫里島朱夏の赤壁いやあかく 奈良県奈良市 小谷　ますみ

入選 牛黑く馬赤くして初景色 東京都新宿区 貞住　みえこ

入選 上皇の朱色の手印春深し 京都府京都市下京区 吉尾　薫

入選 隠岐牛の息静かなり露葎 栃木県大田原市 小滝　威

入選 隠岐牛の尻艶やかに春岬 大阪府豊中市 渡辺　美紀代

入選 牛突きの敗者売られて行く暮秋 富山県高岡市 山田　浩司

入選 砂浜に舟引き揚げて冬に入る 神奈川県川崎市高津区 川田　潔



入選 隠岐島冬の怒濤の真ん中に 高知県高知市 池上　守人

入選 二番とるが島のならひぞ隠岐相撲 兵庫県神戸市西区 内田　あさ子

入選 松手入れ地下足袋しかと幹とらえ 広島県広島市西区 辻井　康子

入選 行在所跡へ月光滝をなす 鳥取県米子市富益町 岩水　節子

入選 海鳴りや冬青草のひとところ 千葉県船橋市 前島　きんや

入選 どっと来て隠岐の冬波どっと引く 大阪府豊中市 戸川　冨士子

佳作 夏嵐牛の角突き血砂掻く 千葉県香取市 奥村　利夫

佳作 三郎岩の三人立ちて隠岐の春 宮城県石巻市 大和　昭彦

佳作 野生馬の鬣撫でて首夏の風 岐阜県高山市 直井　照男

佳作 楸邨の句碑に一礼初夏の隠岐 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦

佳作 島牛の沖を見てゐる春の風 宮城県石巻市 大和　昭彦

佳作 炎天下海盛り上がる隠岐国 神奈川県横須賀市 佐藤　榮一

佳作 赦されず遠流に果てり遠郭公 京都府城陽市 山﨑　隆代

佳作 万緑の真つ只中や火葬塚 栃木県宇都宮市 加藤　多美子

佳作 麦秋の島に延びたる滑走路 島根県松江市 吉浦　増

佳作 流星の落ちたる隠岐の海の波 奈良県奈良市 亀澤　ちず子

佳作 万緑の里のシンボル山ガール 和歌山県田辺市 谷中　明子

佳作 隠岐神社上皇供養の虫時雨 岐阜県岐阜市 長谷川　道夫

佳作 冬怒涛新島守はわれなるぞ 千葉県松戸市 細田　佳道

佳作 後鳥羽院悲運の島ぞ隠岐薊 新潟県長岡市 美濃部　紘三

佳作 強東風や干網に載す砂錘 大阪府枚方市 讓尾　三枝子

佳作 箱罠にかかりし猪に歪む箱 岡山県津山市 池田　純子

佳作 鰤起し横綱隠岐牛黒びかり 宮崎県宮崎市 桑原　淑子

佳作 隠岐馬の嘶き足蹴雪の果て 茨城県水戸市 木村　誠一

佳作 隠岐暮れて御火葬塚へ虫集く 愛知県名古屋市 光田　道子

佳作 花大根の丘なだらかに喜代子句碑 島根県松江市 枡田　智子

佳作 黒牛の反芻静か十三夜 奈良県奈良市 西原　かつ野

佳作 隠岐牛の角磨かれて十三夜 神奈川県川崎市麻生区 山崎　日出子

佳作 野苺を摘みつつ案内島タクシー 京都府亀岡市 嶋崎　豊子

佳作 隠岐の島駅鈴守りて秋暮るる 栃木県大田原市 賴髙　サク子

佳作 白鳥となりてゆきたし冬の隠岐 群馬県前橋市 真中　てるよ

佳作 隠岐の春牛の涎の長々と 山口県下松市 大木　正德

佳作 隠岐島馬達の湯気白光り 大阪府大阪市都島区 紺 碧 之 海

佳作 後鳥羽院行在所跡冬の蝶 千葉県千葉市花見川区 大久保　文夫

佳作 待ち合はせ場所は吹雪の御陵前 島根県隠岐郡海士町 榊原　有紀

佳作 うぐいすや島しずか牛なほしずか 群馬県前橋市桐生市 桐野　梅子

【お詫び】

※小澤 實 選　佳作となられました　桐野梅子 様の作品が掲載されておりませんでした。

　心よりお詫び申し上げます。（令和3年4月12日 訂正）

俳句部門　各選者賞　青少年の部



◎石寒太選

最優秀作品 特攻のまなざしに似て晩夏光 愛知県立旭丘高校 渡邉　美愛

優秀作品 キンニャモニャしゃもじの音が鳴り響く 海士町立福井小学校 坂本　大志

◎稲畑廣太郎選

最優秀作品 ほたるとぶきれいな森のたからもの 海士町立福井小学校 井田　弘花

優秀作品 遠足でいろんな道を通ったよ 海士町立海士小学校 波多　かんな

◎宇多喜代子選

最優秀作品 あきのそらすいすいおよぐうろこぐも 海士町立海士小学校 村上　みちる

優秀作品 流れつくものみな光る冬の海 星野高等学校 野城　知里

◎小澤　實選

最優秀作品 梅漬けるビンは祖母より僕が継ぐ 岡山県立岡山城東高校 松浦　奉希

優秀作品 夏の海波がドッカーン潮の味 海士町立福井小学校 濱田　匠


