
第23回 隠岐後鳥羽院俳句大賞　選考結果
隠岐後鳥羽院俳句大賞も23回を迎え、この度は、全国から1590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 八百杉や八百年の冬に入る 福井県敦賀市 田嶋　豊年

石　　寒太　選　特選 八百杉や八百年の冬に入る 福井県敦賀市 田嶋　豊年
稲畑廣太郎　選　特選 夕焼を水面にとどめ隠岐の海 岩手県奥州市 小野寺　洋一
宇多喜代子　選　特選 時刻表あらたに夏を待つ港 千葉県千葉県花見川区 中村　智善
小澤　　實　選　特選 押さば押せ退けば押せよと牛角力 千葉県流山市 加藤　酔歩
海士町長賞 朝霧やぬつと面出す牧の牛 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦
西ノ島町長賞 明日は島出る少年の朝寝かな 岐阜県高山市 直井　照男
知夫村長賞 時刻表あらたに夏を待つ港 千葉県千葉市花見川区 中村　智善
角川『俳句』編集部賞 牛突きの鋼の力夏来る 秋田県大仙市 鈴木　仁
島うた歳時記賞 隠岐の島横綱牛へ春一番 熊本県玉名市 大野　敬子
松籟賞 どの子にも塩降りそそぐ隠岐相撲 島根県出雲市 宮下　狂子

◎石　寒太　選
特選 八百杉や八百年の冬に入る 福井県敦賀市 田嶋　豊年

準特選 楸邨の怒濤へ春の旅鞄 三重県伊賀市 浜地　和恵
入選 明日は島出る少年の朝寝かな 岐阜県高山市 直井　照男
入選 雲雀のこゑまつさかさまに落ちて来る 宮城県石巻市 大和　昭彦
入選 朝霧やぬつと面出す牧の牛 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦
入選 山笑ふチャイムに合はせ歌ふ犬 茨城県常陸大宮市 瀬尾　みよ子
入選 赤壁の赤より赤く馬肥ゆる 愛知県半田市 稲葉　京閑
入選 走り出でて風に驚く子牛かな 宮城県石巻市 大和　昭彦
入選 ランドセル見送る母と初夏の風 北海道瀬棚郡今金町 越野　真琴
入選 牛突きの黙の一瞬夏薊 山口県宇部市 永田　芳子
入選 流星や京を偲びし後鳥羽院 大阪府河内長野市 南光　翠峰
入選 後鳥羽院八〇〇年の夕月夜 奈良県奈良市 亀澤ちず子
入選 隠岐島に八百年の告天子 茨城県ひたちなか市 砂押　悦子
入選 遷幸の八百年かな島の秋 新潟県三条市 宮島　敏明
入選 寒雷を遠くに隠岐の怒濤かな 埼玉県春日部市 斉藤　利彦
入選 語り継ぐ八百年や神輿渡御 千葉県野田市 春山　武雄
入選 夏めくや航跡隠岐へ一直線 愛媛県大洲市 宮部　敏博
入選 八百年後鳥羽院の碑風光る 栃木県佐野市 植木　英雄
入選 山蟻のさまよふ隠岐の怒涛句碑 埼玉県さいたま市大宮区 増田　信雄
入選 楸邨の愛でた木の芽に天の声 茨城県水戸市 木村　誠一
入選 どの子にも塩降りそそぐ隠岐相撲 島根県出雲市 宮下　狂子
入選 命有る者を愛する楸邨忌 千葉県八街市 菱木　良一
入選 新米のむすびに隠岐の藻塩かな 神奈川県小田原市 守屋　まち
入選 春夕日隠岐をはなるる定期船 埼玉県吉川市 人見　正

多くのご投稿をいただき、ありがとうございました。

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 厩出しの牛の尿のきらきらす 大阪府枚方市 讓尾　三枝子
入選 振り向けば真っ直ぐな道楸邨忌 宮崎県宮崎市 桑原　淑子
入選 隠岐馬の鬣硬し石榴の実 島根県出雲市 神田　敬子
入選 楸邨の隠岐の足跡木の芽時 京都府京都市下京区 吉尾　薫
入選 負け牛の瞳に朱き草もみじ 愛知県日進市 嶋　良二
入選 隠岐の島横綱牛へ春一番 熊本県玉名市 大野　敬子
入選 島三つ橋で結ばれ天高し 神奈川県茅ケ崎市 西岡　青波
入選 後鳥羽院八百年の草相撲 秋田県秋田市 岡部　いさむ

佳作 刀剣の飾られてゐる秋暑かな 神奈川県横浜市港北区 竹澤　聡
佳作 勝力士次は負けやる隠岐相撲 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦
佳作 振り向きし牛の涼しき目と出合ふ 山口県宇部市 永田　芳子
佳作 放牧の馬のたてがみ青嵐 奈良県奈良市 亀澤　ちず子
佳作 消しゴムの消せぬ筆圧終戦日 神奈川県横須賀市 佐藤　榮一
佳作 葱の花八百年を隠岐一日 京都府京都市伏見区 太田　正己
佳作 座す牛にたんぽぽの絮とびやまず 大阪府豊中市 小畑　晴子
佳作 空は青地上は緑蟬時雨 福岡県糟屋郡粕屋町 麻田　春太
佳作 後鳥羽院沖を眺むる立葵 福岡県北九州市小倉北区 東　泰
佳作 横綱の牛の角突く青嵐 千葉県香取市 奥村　利夫
佳作 上皇を祀れる宮居黐の花 島根県松江市 吉浦　増
佳作 後鳥羽院の参道に摘む夏蕨 島根県松江市 山根　一枝
佳作 負け牛に戻る道あり大南風 栃木県大田原市 飯島　健司
佳作 楸邨の鳥の白波冬銀河 佐賀県多久市 大石　ひろ女
佳作 朝涼の牛の食欲旺んなり 栃木県那須郡那須町 山崎　綾子
佳作 隠岐は師のふるさとなりき星流る 和歌山県和歌山市 津田　京子
佳作 承久の乱のまことを夏期講座 佐賀県佐賀市 栗林　美津子
佳作 よみがへる八百年や隠岐の月 東京都杉並区 草野　准子
佳作 八百年隠岐の勝ち牛霞食う 京都府京都市伏見 太田　正己
佳作 島と島つなぐ大橋夏の天 山口県下松市 三野　公子
佳作 火葬塚にすみれたんぽぽみな靡く 山口県下松市 河村　正浩
佳作 小鳥来る遠流の島の火葬塚 山口県下松市 河村　正浩
佳作 秋燕や子供相撲のまつたなし 神奈川県小田原市 寶子山　京子
佳作 萩の道牛の歩中にあはす爺 山口県熊毛郡田布施町 今井　貴代子
佳作 ごとばんさん牛突きを見て秋うらら 神奈川県足柄上郡大井町 田畑　ヒロ子
佳作 御遷幸八百年の守宮かな 東京都武蔵野市 池田　宏治
佳作 この島に生くる八十路や生身魂 鹿児島県薩摩川内市 鈴木　守
佳作 塩壺に塩の溢るる厩出し 大阪府枚方市 讓尾　三枝子
佳作 絶壁に隠岐牛太る立夏かな 大阪府堺市 濵田　昭

◎稲畑　廣太郎　選
特選 夕焼を水面にとどめ隠岐の海 岩手県奥州市 小野寺　洋一

準特選 島の灯をあしたへ繋ぐ星月夜 奈良県奈良市 小谷　ますみ
入選 明日は島出る少年の朝寝かな 岐阜県高山市 直井　照男
入選 山笑ふチャイムに合はせ歌ふ犬 茨城県常陸大宮市 瀬尾みよ子
入選 夕暮れを美しく奏でし法師蝉 岡山県津山市 池田　純子
入選 放牧の馬のたてがみ青嵐 奈良県奈良市 亀澤　ちず子
入選 袋角固さを育てをりにけり 岡山県津山市 池田　純子
入選 梅雨霧のこめて一山呑まれけり 愛知県名古屋市守山区 鈴木　恵美子
入選 承久の乱を知りたる夜学かな 大阪府豊中市 小畑　晴子



入選 海より人生まれ泳ぎを忘れたる 岡山県津山市 池田　純子
入選 寒雷を遠くに隠岐の怒濤かな 埼玉県春日部市 斉藤　利彦
入選 霧深き出船の汽笛風に乗り 島根県松江市春日町 山根　一枝
入選 海流の旅の途中や星涼し 宮崎県延岡市 河野　正
入選 春障子島の明日の透けて見ゆ 埼玉県さいたま市浦和区 八かい
入選 声太く牛が牛呼ぶ隠岐の霧 埼玉県さいたま市大宮区 増田　信雄
入選 舟べりをたたく波音星月夜 栃木県塩谷郡高根沢町 小杜　芳野
入選 時刻表あらたに夏を待つ港 千葉県千葉市花見川区 中村　智善
入選 島望む船の甲板赤蜻蛉 神奈川県川崎市高津区 川田　潔
入選 雲厚く日差し閉ざして大夕立 岡山県津山市 池田　純子
入選 上皇の魂の海風光る 神奈川県小田原市 大木　百合子
入選 膨らんで落ちてきさうな鰯雲 岡山県岡山市東区 伴　明子
入選 天領を越え気の変はる雁の列 島根県出雲市 奥井　紘子
入選 上皇の蛍の化身島めぐる 山形県東根市 武田　本子
入選 島三つ橋で結ばれ天高し 神奈川県茅ヶ崎市 西岡　青波
入選 曼珠沙華入り日の大き隠岐の島 岡山県津山市 岡田　邦男
入選 恋ごころ隠岐に残して夏の海 岡山県久米郡久米南町 沼本　養丱
入選 句会より人と会ひたき小春かな 島根県浜田市長浜町 田中　由紀子
入選 校庭は渚の続き風光る 京都府亀岡市 嶋崎　豊子
入選 牡蠣剥くや遠流の島の風の音 神奈川県藤沢市 奥田　君子
入選 どの木にも目指す空あり天高し 愛知県岡崎市 西村　愛美
入選 雪晴や山の端赤く待つ日の出 栃木県大田原市 夢　多　希
入選 風の歌紡いでをりし鰯雲 岡山県津山市 池田　純子

佳作 ふらここの真ん中凹む座り癖 岡山県津山市 池田　純子
佳作 露の世や永久に御座せし後鳥羽院 山口県宇部市 永田　芳子
佳作 降る雪が逢瀬のほてりさましけり 愛知県知立市 星原　観自在
佳作 隠岐へ行く銀翼の上いわし雲 東京都大島町 吉本　雄二
佳作 蓮根掘る息するための穴と聞く 岡山県津山市 池田　純子
佳作 見覚えの透かし模様や白日傘 岡山県津山市 池田　純子
佳作 負け牛に戻る道あり大南風 栃木県大田原市 飯島　健司
佳作 よみがへる八百年や隠岐の月 東京都杉並区 草野　准子
佳作 蹲踞をはみだしたるや春の月 広島県呉市 加藤　浩
佳作 風は初夏またもなぞれる後鳥羽の碑 秋田県北秋田市 坂　一草
佳作 島の子の夢は関脇秋晴るる 香川県綾歌郡宇多津町 溝渕　登志子
佳作 ちらちらと溶けるも早し春の雪 香川県丸亀市 寒川　靖子
佳作 空蝉のひとつころがる島の上 神奈川県小田原市 神山　つとむ
佳作 赤蜻蛉背の赤子の深眠り 山口市下関市 小田　正夫
佳作 この島に生くる八十路や生身魂 鹿児島県薩摩川内市 鈴木　守
佳作 陽炎に漁火滲み初めしかな 大阪府枚方市 讓尾　三枝子
佳作 ひんがしに漁火ふゆる春の海 大阪府枚方市 讓尾　三枝子
佳作 夏場所や隠岐の関取子らの夢 千葉県流山市 荒井　久雄
佳作 春愁や島ほっこりとふくらみぬ 熊本県玉名市 大野　敬子
佳作 廃線の橋脚潜る残花かな 滋賀県彦根市 南條　かよ
佳作 飛魚や飛沫輝く隠岐の海 京都府京都市伏見区 太田　正己
佳作 ちさき手をこぼるる野菊そなへけり 愛媛県松山市 ひでやん
佳作 だしぬけに牛鳴く里や淑気満つ 福島県白河市 吉原　瑞雲
佳作 読み直すページに付箋夜長の灯 静岡県浜松市天竜区 鈴木　利久
佳作 絶壁に隠岐牛太る立夏かな 大阪府堺市南区 濵田　昭



佳作 後鳥羽院八百年の草相撲 秋田県秋田市 岡部　いさむ
佳作 大根を引けばほつこり土匂ふ 愛知県豊田市 甲村　サカヱ
佳作 物影に母の面影返り花 滋賀県彦根市 北川　喜里恵
佳作 心地よく疲れて隠岐の月の宿 新潟県新潟市東区 佐藤　憲
佳作 三方を山に囲まれ水の秋 広島県広島市東区 黒宮　茂樹

◎宇多　喜代子　選
特選 時刻表あらたに夏を待つ港 千葉県千葉県花見川区 中村　智善

準特選 牛突きの鋼の力夏来る 秋田県大仙市 鈴木　仁
入選 石のごと牛の動かぬ暑さかな 茨城県土浦市 野口　英二
入選 朝霧やぬつと面出す牧の牛 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦
入選 走り出でて風に驚く子牛かな 宮城県石巻市 大和　昭彦
入選 深々と礼に始まる神輿舞 秋田県由利本荘市 工藤　五十六
入選 風に乗り雲に乗りして神の旅 岡山県津山市 池田　純子
入選 空は青地上は緑蟬時雨 福岡県糟屋郡粕屋町 麻田　春太
入選 上皇の仰ぎし隠岐の天の川 大阪府池田市 髙倉　明子
入選 隠岐牛の伸びあるこゑや草青む 千葉県千葉市花見川区 中村　智善
入選 隠岐諸島と海を傾げて鳥渡る 東京都世田谷区 坂野　辰
入選 火葬塚にすみれたんぽぽみな靡く 山口県下松市 河村　正浩
入選 どの子にも塩降りそそぐ隠岐相撲 島根県出雲市 宮下　狂子
入選 島望む船の甲板赤蜻蛉 神奈川県川崎市高津区 川田　潔
入選 羽抜鳥島の社を駆け走り 神奈川県足柄上郡大井町 新井　たか志
入選 柵の牛しつぽの触るる草紅葉 東京都府中市 平林　けい子
入選 膨らんで落ちてきさうな鰯雲 岡山県岡山市東区 伴　明子
入選 振り向けば真っ直ぐな道楸邨忌 宮崎県宮崎市 桑原　淑子
入選 八百杉や八百年の冬に入る 福井県敦賀市 田嶋　豊年
入選 隠岐島夜の黒牛黒光り 大阪府大阪市都島区 紺碧之海
入選 神の旅牛車の如くゆく雲よ 東京都稲城市 徳植　弘幸
入選 航跡が島を引き寄せ秋日和 岡山県津山市 岡田　邦男
入選 ちさき手をこぼるる野菊そなへけり 愛媛県松山市 ひでやん
入選 楸邨に似し貌の馬隠岐の秋 千葉県流山市 伊藤　航
入選 八百年変らぬ月を仰ぎけり 大阪府豊中市 渡辺　美紀代
入選 一通を運ぶ小島の郵便船 熊本県熊本市西区 大塚　ツユ子
入選 淡雪のいま楸邨の句碑に置く 岡山県瀬戸内市 貞住　昌彦
入選 負け牛のゆつくり帰り雲の峰 千葉県船橋市 前島　きんや
入選 春惜む腰掛石に日の匂ひ 神奈川県茅ケ崎市 岩崎　絵美
入選 楸邨の句碑つぎつぎと小鳥来る 北海道札幌市東区 藤林　正則
入選 学校のポプラ色づき大空へ 栃木県大田原市 賴髙　サク子
入選 三方を山に囲まれ水の秋 広島県広島市東区 黒宮　茂樹

佳作 雲雀のこゑまつさかさまに落ちて来る 宮城県石巻市 大和　昭彦
佳作 赤壁の赤より赤く馬肥ゆる 愛知県半田市 稲葉　京閑
佳作 コスモスの寄せては返す色の波 岡山県津山市 池田　純子
佳作 振り向きし牛の涼しき目と出合ふ 山口県宇部市 永田　芳子
佳作 放牧の馬のたてがみ青嵐 奈良県奈良市 亀澤　ちず子
佳作 座す牛にたんぽぽの絮とびやまず 大阪府豊中市 小畑　晴子
佳作 見覚えの透かし模様や白日傘 岡山県津山市 池田　純子
佳作 押さば押せ退けば押せよと牛角力 千葉県流山市 加藤　酔歩
佳作 黒南風や港に船の軋む音 神奈川県川崎市高津区 川田　潔



佳作 四方海風を孕んで烏賊を干す 奈良県奈良市 小谷　ますみ
佳作 菜の花に光あまねし隠岐の島 東京都杉並区 草野　准子
佳作 雨風の中を自由につばくらめ 岐阜県揖斐郡揖斐川町 香田　明彦
佳作 すこやかな母の匂ひや夏よもぎ 大阪府堺市北区 井上　昌子
佳作 島と島つなぐ大橋夏の天 山口県下松市 三野　公子
佳作 漁師等の仕事はじめは海を見る 茨城県北相馬郡利根町 平塚　利雄
佳作 天高し島の子が引く島の牛 神奈川県小田原市 陌間　みどり
佳作 島の子の夢は関脇秋晴るる 香川県綾歌郡宇多津町 溝渕　登志子
佳作 寒星や白波上がる隠岐の海 山口県下関市 小田　正夫
佳作 隠岐の牧牛座り込み秋深む 千葉県八街市 菱木　良一
佳作 隠岐の島横綱牛へ春一番 熊本県玉名市 大野　敬子
佳作 ふんわりと秋の木漏れ日火葬塚 熊本県荒尾市 石橋　和枝
佳作 廃線の橋脚潜る残花かな 滋賀県彦根市 南條　かよ
佳作 鯨来たと島の子の声よく通る 山口県長門市 大道　清子
佳作 対岸は神在月の雨続き 東京都杉並区 岡崎　志昴
佳作 絶壁に隠岐牛太る立夏かな 大阪府堺市南区 濵田　昭
佳作 隠岐の島日差し濃けれど秋の風 島根県浜田市 田中　靜龍
佳作 舟虫の四散あっぱれ海平ら 千葉県大網白里市 岡井　マスミ
佳作 枯葉散る峠から見た隠岐島 三重県松阪市 宇留田　敬子
佳作 久々に赤ん坊に遇ふ冬の晴 大分県豊後高田市 為成　央子
佳作 楸邨の怒濤へ春の旅鞄 三重県伊賀市 浜地　和恵

◎小澤　實　選
特選 押さば押せ退けば押せよと牛角力 千葉県流山市 加藤　酔歩

準特選 牛の径人の道あり大花野 千葉県船橋市 前島　きんや
入選 明日は島出る少年の朝寝かな 岐阜県高山市 直井　照男
入選 朝霧やぬつと面出す牧の牛 神奈川県川崎市多摩区 鈴木　経彦
入選 搗きたての草餅を売る道の駅 奈良県香芝市 芳林　淳子
入選 ためらはず羽搏ちて鶴の引きにけり 大阪府豊中市 鵜川　久子
入選 牛突きの鋼の力夏来る 秋田県大仙市 鈴木　仁
入選 隠岐牛の勝ち負けつかず日の燦と 大阪府河内長野市 南光　翠峰
入選 風に乗り雲に乗りして神の旅 岡山県津山市 池田　純子
入選 消しゴムの消せぬ筆圧終戦日 神奈川県横須賀市 佐藤　榮一
入選 隠岐の島々どよめきて野分中 秋田県男鹿市 石川　明
入選 銀漢や土に腹這ふ隠岐の牛 佐賀県多久市 大石　ひろ女
入選 負け牛を冷やせば黒く光りけり 岡山県岡山市北区 森　哲州
入選 雨風の中を自由につばくらめ 岐阜県揖斐郡揖斐川町 香田　明彦
入選 火葬塚にすみれたんぽぽみな靡く 山口県下松市 河村　正浩
入選 島民劇のごとばんさんや浦祭 茨城県水戸市 相沢　正志斎
入選 放牧の牛の瞬き大夕焼 神奈川県小田原市 吉元　京
入選 月の隠岐蟹の毛臑の岩を攀づ 奈良県北葛城郡上牧町 柏木　博
入選 寒星や白波上がる隠岐の海 山口県下関市 小田　正夫
入選 隠岐の牧牛座り込み秋深む 千葉県八街市 菱木　良一
入選 新米のむすびに隠岐の藻塩かな 神奈川県小田原市 守屋　まち
入選 をちこちに牛の齝む隠岐や春 福島県大沼郡会津美里町 野中　憲子
入選 アゴ出汁で炊きたる隠岐の雑煮かな 東京都北区 小竿　和子
入選 隠岐の島横綱牛へ春一番 熊本県玉名市 大野　敬子
入選 星飛んで隠岐の夜空の深かりし 兵庫県神戸市須磨区 高橋　純子
入選 絶壁に隠岐牛太る立夏かな 大阪府堺市南区 濵田　昭



入選 潮鳴の隠岐の浜辺に裸足の子 東京都品川区 齊藤　昭信
入選 学ぶとは生きるよろこび去年今年 島根県浜田市 田中　由紀子
入選 隠岐の島日差し濃けれど秋の風 島根県浜田市 田中　靜龍
入選 牧場の端は断崖厩出し 鳥取県米子市 岩水　節子
入選 上皇の墓守として女郎蜘蛛 兵庫県神戸市西区 奥井　瑩子
入選 色変へぬ松や上皇行在所 千葉県船橋市 斉藤　駿馬

佳作 はんざきの目にも留まらぬ捕食かな 岡山県津山市 池田　純子
佳作 勝ち牛の汗黒光り息粗し 東京都多摩市 橋本　絢
佳作 隠岐島や出身力士活躍す 千葉県香取市 菅佐原　春江
佳作 驟雨なほ隠岐の島原包みをり 埼玉県入間市 長澤　健次
佳作 後鳥羽院沖を眺むる立葵 福岡県北九州市小倉北区 東　泰
佳作 寒雷を遠くに隠岐の怒濤かな 埼玉県春日部市 斉藤　利彦
佳作 霧深き出船の汽笛風に乗り 島根県松江市春日町 山根　一枝
佳作 魔訶般若波羅蜜多心経盆供養 東京都東久留米市 御邊　卯徑
佳作 島と島つなぐ大橋夏の天 山口県下松市 三野　公子
佳作 隠岐諸島と海を傾げて鳥渡る 東京都世田谷区 坂野　辰
佳作 どの子にも塩降りそそぐ隠岐相撲 島根県出雲市 宮下　狂子
佳作 ごとばんさん牛突きを見て秋うらら 神奈川県足柄上郡大井町 田畑　ヒロ子
佳作 怒濤寄す隠岐の父祖畠大根蒔く 愛知県名古屋市中区 光田　道子
佳作 はんざきの待ち伏せといふ捕食かな 岡山県津山市 池田　純子
佳作 秋深し流罪の貴人偲びたる 千葉県八街市 菱木　良一
佳作 秋冷や旅の鞄に旅の本 東京都府中市 平林　けい子
佳作 返礼の隠岐の白いか賜わりぬ 千葉県千葉市稲毛区 藤井　黎子
佳作 厩出しの牛の尿のきらきらす 大阪府枚方市 讓尾　三枝子
佳作 灯台の灯りてなほも昆布干す 大阪府枚方市 讓尾　三枝子
佳作 浜に干す昆布黒々艶つやと 大阪府枚方市 讓尾　三枝子
佳作 島三つ橋で結ばれ天高し 神奈川県茅ヶ崎市 西岡　青波
佳作 島前の朝日吐き出す夏の海 岐阜県郡上市大和町 海神　瑠珂
佳作 楸邨に似し貌の馬隠岐の秋 千葉県流山市 伊藤　航
佳作 読み直すページに付箋夜長の灯 静岡県浜松市天竜区 鈴木　利久
佳作 淡雪のいま楸邨の句碑に置く 岡山県瀬戸内市 貞住　昌彦
佳作 楸邨の句碑つぎつぎと小鳥来る 北海道札幌市東区 藤林　正則
佳作 隠岐神社鈴の音のみ神無月 岐阜県岐阜市 長谷川　道夫
佳作 後鳥羽院の泪のしかと島の萩 富山県中新川郡 不破　元之
佳作 宮前の桜咲き継ぐ後鳥羽院 山口県下関市 冨永　玲子
佳作 上皇の蹴鞠の沓のあたたかし 兵庫県加東市 小東　泰子

◎石　寒太　選
最優秀作品 八百杉よ上皇も見た隠岐の冬 京都芸術大学附属高校 村井　櫻子

優秀作品 隠岐の島流されし上皇京は雪 京都芸術大学附属高校 村井　櫻子
◎稲畑　廣太郎　選

最優秀作品 手花火が君の横顔煌めかす 米子北斗高等学校 雨宮　一郎
優秀作品 電線に列を乱さぬ寒鴉 海士町立福井小学校 田村　叶和

◎宇多　喜代子　選
最優秀作品 八百杉よ上皇も見た隠岐の冬 京都芸術大学附属高校 村井　櫻子

優秀作品 海面に映り流れる鰯雲 海士町立福井小学校 仲谷　侑馬

俳句部門　各選者賞　青少年の部



◎小澤　實　選
最優秀作品 海の中　花火のかけらで　かがやいた 海士町立福井小学校 淀　　遼人

優秀作品 いつくるか内定くるか桜咲け 鬼怒商業高等学校 滝沢　祐衣
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