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年間優秀句

大学のパンフレットに花の雨

中野渡瑞希

青森県・七戸高等学校三年

大晦日母の背を見てごはん待つ

石井 大也

埼玉県・神川町立丹荘小学校四年

休日の眠りを覚ます初嵐

菊池 圭祐

愛媛県・八幡浜市立保内中学校二年

【小学生の部】
賞
入選句
特選
筆箱でえんぴつねむる夏休み
屋根うらで遊んでいると春の風
先生のチョークのリズム風光る
指先に止まってほしい赤とんぼ
秀逸
台風の後のしずかな夜になる
雪合戦私の息は速くなる
指先に力をこめて筆始め
遠足で耳をすませば鳥の声
雪だるま作りおわると手がまっか
弟のらくがき消して新学期
海の色アサギマダラの羽の色
そらまめは空からおちてくるのかな
ぶらんこで私の心ゆれている
金魚だけ知ってることが一つある
佳作
赤とんぼいっしょににげるおにごっこ
火祭りで空にとどける南部の火
雨の日もかがやいているもみじかな
古民家の風をはこんで扇風機
初電話思いつまった一言め
地球ぎの中に行きたい冬の夜
えんぴつは森のにおいだ冬のにじ
七五三母のおさがり似合うかな

氏名
仲本 琴菜
荒木 華巳
王 子睿
吉野 百華
平野 太陽
赤林 実歩
吉川 陽莉
小寺 宗介
姜 萌
田島 圭悟
浅野 迦恋
瀬山 修平
酒辺 結衣
中尾 紗唯
廣田 沙耶
木内 太一
東丸 杏奈
前川みなみ
根本 初
星 菜月
山本 苺花
小野 葵

都道府県・学校名
東京都・足立区立島根小学校六年
北海道・小樽市立銭函小学校四年
東京都・足立区立中川北小学校六年
宮城県・石巻市立蛇田小学校四年
愛媛県・愛南町立平城小学校三年
東京都・杉並区立三谷小学校五年
東京都・足立区立中川北小学校六年
兵庫県・丹波市立青垣小学校五年
東京都・江東区立枝川小学校三年
東京都・江東区立第六砂町小学校四年
愛媛県・愛南町立家串小学校三年
埼玉県・久喜市立栗橋西小学校六年
佐賀県・太良町立多良小学校五年
愛媛県・愛南町立家串小学校四年
新潟県・南魚沼市立五日町小学校六年
山梨県・南部町立栄小学校三年
鹿児島県・曽於市立財部南小学校四年
沖縄県・名護市立大北小学校四年
東京都・江戸川区立西小松川小学校五年
千葉県・我孫子市立新木小学校三年
愛媛県・愛南町立平城小学校三年
岐阜県・大垣市立静里小学校五年

【中学生の部】
賞
入選句
特選
蛍見て勉強のこと忘れそう
放課後の机の中に春の風
夕焼けの光の道を歩き出す
団らんの輪からはなれて秋刀魚やく
秀逸
八月の海を置き去るバイクかな
図書室の本眠り入る冬休み
冬北斗どこから見ても変わらない
れんぎょうはくるくる回るパラシュート
夏まつり人の顔したりんごあめ
面倒なこと吹き飛ばし春の風
入学で親が号泣はずかしい
ふうりんが新しい風持ってくる
浴衣着て弟走る家の中
かき氷色とりどりに光ってる
佳作
犬が鳴き風鈴鳴りて誰か来た
台風と一緒に歩くけもの道
夕焼けときそう自転車また明日
大晦日町いっぱいに響く鐘
手をのばせ初雪の舞う大空に
雪だるま溶けてなくなるその日まで
いつになく筆圧強き初日記
通学路裸木の間に富士のぞく

氏名
二階堂玖礼
奥冨 裕貴
山岡亮太郎
岩本 翔太
中島 颯祐
田中 万琴
藤本 倖寧
林 久範
戸頃 栞
髙橋 倭
金山 雄海
湯地 健翔
堀田 鈴
田中 結愛
大森 拓朗
安岡 靖司
高山 花陽
川田 梨央
鈴木 らら
濵野 舞人
綿貫 新
幡鎌 萌

都道府県・学校名
宮城県・登米市立中田中学校二年
埼玉県・川越市立福原中学校二年
福井県・越前市武生第二中学校坂口分校三年

茨城県・ひたちなか市立那珂湊中学校三年
埼玉県・久喜市立栗橋東中学校三年
静岡県・静岡市立清水第七中学校一年
宮城県・仙台市立郡山中学校一年
群馬県・みなかみ町立藤原中学校一年
千葉県・千葉市立花見川中学校三年
愛知県・新城市立東郷中学校三年
山口県・下関市立長府中学校一年
宮崎県・宮崎学園中学校二年
宮城県・大河原町立大河原中学校三年
千葉県・勝浦市立勝浦中学校一年
千葉県・勝浦市立勝浦中学校三年
東京都・江戸川区立西葛西中学校二年
福岡県・直方市立植木中学校一年
富山県・射水市立射北中学校一年
宮城県・仙台市立郡山中学校一年
大阪府・大阪市立長吉六反中学校三年
静岡県・静岡市立清水第七中学校一年
静岡県・静岡市立東豊田中学校一年
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【高校生の部】
賞
入選句
特選
遠雷やニュースの手話に遅れあり
遠蛙土の匂いの祖父帰る
カーテンの確かな厚み春深し
廃校の遊具に止まる赤とんぼ
秀逸
牛の子の鈴の聞こゆる草の花
雪嶺や祖父が畑へ午前五時
外国へ行く船送りクリスマス
痛みとは生きていること桜桃忌
夕焼けがきれいに見える定時制
数学が終わればうれし風薫る
母のもの少し奪ひて衣更
言訳と共に蜜豆掻き混ぜて
ランタンのほのかなゆらぎ流星群
牧場の朝の虚ろや山眠る
佳作
藍色の奥まで濡れて牽牛花
人よりもコンテナ高く積む晩秋
電流と電子の流れ金木犀
親友と大の字になり日向ぼこ
妹と百を数える柚子湯かな
冬晴れや首里城の赤ゆるぎなし
初雪に皆同じ歌口ずさみ
梟や誰のものでもない世界

【教師の部】
賞
特選

秀逸

佳作

入選句
教室の水槽洗ふ夏休み
梅雨の空生徒の声で晴れてゆく
夕立で帰れぬ友と仲直り
いつもより歩幅広がる帰省かな
待宵や鏡の奥にある素顔
早春の扉はすこし開けておく
火山灰子らと掃き出し年用意
女生徒の前へ後ろへ揚羽蝶
溜息に乗って散りゆく桜かな
マーチングバンドぴたりと青嵐
春風におされて一歩前に出る
群青の海を叩いて桜鯛
湯上がりの道後の宿に秋の風
更待月オムレツに似て浮かびけり
秋の雨娘を叱り過ぎた夜
団栗や隠れたままの道標
礎の名無言で叫ぶ沖縄忌
消しゴムを買ひぬ勤労感謝の日
日脚伸ぶ集合場所はすべり台
生徒らの誕生日書く初暦
去年今年変わらぬ鍵の置き所
住職の部屋に小さき聖樹かな

年間優秀句

氏名
千田 洋平
米屋 結衣
北本 晃大
井上 愛理
石村 優羽
薄井 柚香
原 悠菜
佐藤なつみ
渡部 帆菜
坪田 朋也
矢野 零雨
岡部 新
川村 海斗
橋口 幸樹
島口 華穂
滝下 真央
山下 塔矢
戸川 華
吉田 琴美
佐久間すみれ
坂口 紋佳
馬越 理子

都道府県・学校名
岩手県・水沢高等学校二年
秋田県・秋田西高等学校二年
愛知県・名古屋高等学校二年
岐阜県・飛騨神岡高等学校一年
愛媛県・今治西高等学校二年
茨城県・下妻第一高等学校一年
愛知県・幸田高等学校二年
秋田県・秋田西高等学校三年
山形県・米沢工業高等学校一年
三重県・紀南高等学校三年
愛媛県・今治西高等学校三年
愛媛県・松山中央高等学校三年
青森県・七戸高等学校一年
愛知県・岡崎東高等学校二年
愛媛県・済美高等学校二年
愛媛県・済美平成中等教育学校四年
愛媛県・松山中央高等学校二年
山口県・宇部商業高等学校二年
岩手県・水沢高等学校一年
茨城県・境高等学校二年
愛媛県・済美高等学校一年
愛媛県・伯方高等学校一年

氏 名
白石久美子
髙橋 英路
森岡多佳子
大石 元気
岡田 英樹
松井紀美恵
上原 幸一
伊奈 秀信
髙瀬 梨恵
松下 浩子
味田 律子
横山 俊輔
藤井 智子
中條 宏
渡部 千春
河北 愛里
仲村 清香
湯本 康二
大熊 拓
山科 和子
中原 壱朋
渡辺 香苗

都道府県・学校名
東京都・明晴学園小学部
山形県・米沢工業高等学校
大阪府・枚方市立第三中学校
東京都・江戸川区立西小松川小学校
愛媛県・松山中央高等学校
熊本県・山都町立蘇陽中学校
鹿児島県・鹿児島市立小山田小学校
埼玉県・三芳町立藤久保中学校
東京都・豊島区立清和小学校
石川県・金沢西高等学校
岐阜県・揖斐川町立谷汲小学校
長崎県・長崎市立飽浦小学校
富山県・射水市立射北中学校
大阪府・大阪桐蔭高等学校
愛媛県・宇和島市立天神小学校
愛媛県・済美高等学校
沖縄県・渡嘉敷村立渡嘉敷中学校
茨城県・下妻第一高等学校
東京都・江戸川区立篠崎小学校
愛知県・岡崎東高等学校
茨城県・結城第二高等学校
愛知県・豊橋西高等学校

