
【一般の部　雑詠句】
兜太の忌梅はまだかと秩父の子 埼玉県三郷市 沼倉　新二
さいたまにさいたまことばせみことば 埼玉県上尾市 鈴木　良二
遺骨無き三月十一日の墓 東京都新島村式根島 曽根　新五郎
小春日の杖を忘れて帰りけり 埼玉県草加市 中田　富佐枝
ふるさとと呼べる地のあり冬銀河 埼玉県草加市 井上　寿郎
音立てぬやうに町川冬に入る 東京都杉並区 若林　蕗生
秋晴や皮職人の三代目 東京都練馬区 明惟久里
丹沢の近付く禅寺丸日和 東京都多摩市 秋山　マリア
春一番暦にしるす出産日 神奈川県横浜市 石川　孝子
昼酒の後の極楽冬はじめ 埼玉県草加市 石川　孟宗竹
手袋の手を振る軽き別れかな 神奈川県平塚市 匡子
小春日やせんぺいに裏表なし 埼玉県越谷市 岩永　トヨノ
閑職の机まつ赤なシクラメン 埼玉県久喜市 梅田　ひろし
冬麗子規虚子順礼草加宿 埼玉県草加市 大谷　節子
もう二人上に声あり松手入れ 千葉県野田市 大森　慶子
夕暮の溶接工場残る虫 神奈川県横浜市 岡　まゆみ
金賞の西瓜と父の指の節 埼玉県草加市 折原　烈子
初冬や草加せんべい焼く灯 東京都足立区 門　未知子
時雨るるや橋の袂の師弟像 埼玉県草加市 加藤　盛夫
蜩がふるさとの空広げたり 岐阜県多治見市 金井　辰義
青水無月草流れくる千曲川 埼玉県草加市 上山　辰子
つぎつぎと鴨の子くぐる百代橋 埼玉県草加市 菊地　英
煎餅の焼けたる香り春隣 埼玉県草加市 菊地　英
柿吊すしんそこ碧き日本海 山口県周南市 九内　千沙
白菊や先づは黄蝶が今日の客 神奈川県大和市 栗林　智子
秋澄むや百代橋に矢立橋 千葉県柏市 軍地　四郎
石蕗咲いて潮目濃くなる北の海 長野県飯田市 児玉　君子
金婚のメダルを胸に花見船 埼玉県草加市 小林　紀久夫
膝までの泥の温さよ慈姑掘り 埼玉県草加市 小山　八州史
地下足袋の踏張り加減菰を巻く 埼玉県草加市 酒井　利子
明け方に時雨の通る草加宿 東京都足立区 佐海　みや子
秋雨が洗う緑青翁像 埼玉県さいたま市 慶夫
みちのくの花のひとひら花の遺書 東京都新島村式根島 曽根　新五郎

【一般の部　テーマ句】
松島の松に星屑星まつり 東京都新島村式根島 曽根　新五郎
立冬や草加松原松の薦 埼玉県草加市 米川　朋生
芭蕉こころに小春日の松並木 神奈川県大和市 栗林　智子
色変へぬ六三四の松の並木かな 埼玉県川口市 櫻井　松翠
親方の鋏かがやく松手入 埼玉県草加市 浅古　美子
松が枝に舞う初蝶や荘子読む 埼玉県草加市 石岡　喬
船降りてすぐに参道松の花 神奈川県横浜市 石川　孝子
松原に沿って師走の草加宿 東京都荒川区 井上　啓子
赤松の菰巻の縄たて結び 埼玉県越谷市 岩永　トヨノ
落葉掃く人の集ひて松並木 埼玉県春日部市 大平　登美
雪吊を解かれたる松深呼吸 滋賀県湖南市 岡崎　達栗
色変えぬ松や並木の芭蕉像 埼玉県草加市 恩田　尚洸
澄む水に影くつきりと松並木 埼玉県越谷市 金子　美津子
真つ新な菰巻匂ふ松並木 埼玉県草加市 菊地　英
松多き草加旧道初しぐれ 埼玉県越谷市 北村　あゆか
がたがたと梯子軋ませ松手入 岐阜県関市 榊原　宣宏
千本の松の菰巻揃ひけり 埼玉県春日部市 櫻井　俊治
松の秀に月と太白野分過ぐ 埼玉県草加市 佐々木　悦子
色変へぬ松見事なり草加宿 埼玉県草加市 流石　茂
道すがら俳句談義や新松子 東京都世田谷区 佐野　博子
松の花めでたし我もその下に 埼玉県草加市 澤﨑　義紀
松籟や釣堀に父子着ぶくれて 東京都豊島区 清水　正彦
時雨るるや緑ましたる松並木 埼玉県草加市 新谷　精二
曲がる枝はどれも曲がりて松の芯 兵庫県神戸市 杉岡　壱風
風光る武蔵の国の松並木 埼玉県草加市 杉村　武雄
菰巻きの二人一組松並木 埼玉県越谷市 鈴木　善一郎
追はぎの昔がたりも松落葉 埼玉県草加市 竹田　圭子
芭蕉像に一礼をして松手入れ 兵庫県伊丹市 鳥越　世史子
二本松復興祈る菊人形 神奈川県平塚市 中井　ひろみ
川側の松の太さや菰巻かれ 埼玉県草加市 西川　由野
色変へぬ松天空へ芭蕉像 埼玉県さいたま市 保科　綾子
新松子に金粉塗りてブローチに 岐阜県大垣市 和田　勝子
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【小・中・高校生の部　雑詠句】

台風に洗濯機ただ静かなり 山口県立徳山高等学校 藤井　崇弘
数学はパズルと同じ栗羊羹 愛知県立岡崎東高等学校 粟生　将之
コロッケが揚がる谷中の秋麗 茨城県立並木中等教育学校　　 赤津　百夏
望月や褒めるだけでいいのよ、とか 秋田県立秋田西高等学校　　 天野　玖音
スポイトは一滴星を流しけり 高田高等学校　　 網谷　菜桜
青北風にさらわれてゆく独り歌 茨城県立並木中等教育学校　　 石綱　蒼衣
母と子の手と手の中に降る紅葉 滋賀県立彦根東高等学校　　 伊吹　彩希
待ち合わせ紅葉ふたつを擦り合わせ 滋賀県立彦根東高等学校　　 内堀　瑶
群青の磯が呼びこむ鰯雲 福岡雙葉高等学校　　 遠藤　那実
笑い声響く放課後天高し 滋賀県立彦根東高等学校　　 片桐　美音
ゴミ箱の溢れ立冬の過ぎにけり 高田高等学校　　 加藤　萌々子
楽をした勝負の行方鰯雲 秋田県立秋田西高等学校　　 金澤　厳希
かるた飛ぶ駒鳥が鳴く静けさで 智辯学園和歌山高等学校　　 亀井　捷綺
塾帰り父とラーメン暮れの秋 滋賀県立彦根東高等学校　　 北川　夏帆
息止めて木の実を拾う園児たち 滋賀県立彦根東高等学校　　 北川　千帆
長き夜の長き列車に乗り込めり 福井県立丸岡高等学校　　 小林 　陸人
百合鷗口紅三度塗り変える 愛媛県立新居浜西高等学校 近藤　このは
日曜の校地落ち始めの落葉 岩手県立水沢高等学校　　 佐々木　遥大
問題を解き終えし時秋暮れぬ 滋賀県立彦根東高等学校　　 佐藤　陽人
石榴割く当り障りの無い会話 岩手県立水沢高等学校　　 里舘　園子
椎茸や皺のあるシャツで朝食 岩手県立水沢高等学校　　 菅原　羽美
嘴にうろこのかけら秋の雨 大阪桐蔭高等学校　　 杉江　玲
肌寒や妹の二重跳び速し 岩手県立水沢高等学校　　 鈴木　萌晏
秋澄むや保護者席から母の声 愛知県立岡崎東高等学校　　 鈴木　空
屋根の上並ぶカラスに渡り鳥 滋賀県立彦根東高等学校　　 瀬尾　貫太
木漏れ日に君の横顔夕焼け雲 滋賀県立彦根東高等学校　　 髙野　楓
置き去りの想い紅葉と共に散れ 滋賀県立彦根東高等学校　　 髙山　結羽
秋虹やチョークの匂う空き教室 愛知県立岡崎東高等学校　　 田外　美緒
きりたんぽ鍋や独りの姉想う 盛岡中央高等学校　　 田家　夏希
隙間風俺のやる気を乗せてゆき 岐阜県立吉城高等学校　　 中村　光陽
山しずか熊の冬眠平和かな 岐阜県立吉城高等学校　　 番　萌
桃色の封筒閉づる緑雨かな 智辯学園和歌山中学校　　 申　千春
夜が来ればもう会えぬこの夕焼雲 茨城県立並木中等教育学校　　 平山　莉央
月昇り机に向かい日が昇る 草加市立瀬崎中学校　　 菅野　美鈴
霜柱ふむといろんな音が出る 草加市立新里小学校　　 中島　ひかり

【小・中・高校生の部　テーマ句】
七福神の幸せを呼ぶ松飾り 岐阜県立吉城高等学校　　 深山　拳
松並木松かさ探す園児たち 草加市立松江中学校　　 磯崎　晴汰
まつりあとともだちにあうまつなみき 草加市立花栗南小学校　　 石野　裕太
松並木みんなが歩く秋の音 草加市立新里小学校 奥寺　光希明
海の香をいささか付けて松葉散る 山口県立徳山高等学校　　 岡﨑　鼓子
門松や門をくぐりて福来たる 岐阜県立吉城高等学校　　 岡田　武拓
冬の朝朝日きらめく松並木 滋賀県立彦根東高等学校　　 片桐　美音
雨上がり松に一すじ流れ星 滋賀県立彦根東高等学校　　 北川　合香
松ぼっくり雪がつもればツリーの木 滋賀県立彦根東高等学校　　 北村　茉佳
春風や郵便局の前の松 福井県立丸岡高等学校　　 小林　陸人
松の枝に雪積もりけり落ちにけり 福井県立丸岡高等学校　　 小林　陸人
凩や松揺るる音子泣く夜 秋田県立秋田西高等学校　　 菅原　秀斗
冬晴や松葉に触れる門の脇 愛知県立岡崎東高等学校　　 夏目　丈
松並木木漏れ日輝く秋の昼 滋賀県立彦根東高等学校　　 西野　蓮矢
庭池に松木のうねり月凍つる 山口県立徳山高等学校　　 藤井　崇弘
色変えぬ松や古城の非常食 高田高等学校　　 松尾　淳仁
夕焼けに鯉と真鴨と松並木 滋賀県立彦根東高等学校　　 松江　菜央
春の朝ふたりで歩く松並木 草加市立川柳中学校　　 貴船　友翔
桜さくころに歩いた松並木 草加市立栄小学校　　 門脇　愛菜
松並木みんなの秋を包み込む 草加市立栄小学校　　 登　琉華
秋の道松ぼっくりがささやいた 草加市立栄小学校　　 鈴木　真綾
さわるなよ松のとげとげはりみたい 草加市立栄小学校　　 豊崎　優奈
秋の空松がかがやく松原だ 草加市立両新田小学校　　 南雲　悠里
松の数全部合わせて千本も 草加市立谷塚小学校　　 佐久間　美有
雨みたい松ぼっくりがふり続く 草加市立谷塚小学校 逢見　樹昊
松並木春夏秋冬色がある 草加市立谷塚小学校 石井　美香
松並木風にうたれてさむそうだ 草加市立谷塚小学校 田中　豊雅
まつ原でまつぼっくりをひろうぼく 草加市立新里小学校　　 島　駈



【一般の部　雑詠句】
立冬と思ひし空の広さかな 埼玉県草加市 加藤　あい子
山眠る山家の縁に日の溢れ 埼玉県所沢市 小山　和江
冬の日の小さき蝶の行きどころ 東京都目黒区 安達　美和子
山の端に一刷けの紅ちちろ虫 埼玉県草加市 石岡　喬
たんぽぽの倒れしままに盛りなり 埼玉県草加市 石岡　喬
余命とは声とどく日々春ともし 神奈川県相模原市 相原　文生
小春日やゆつくりと抜く腕まくら 埼玉県所沢市 内野　義悠
被爆はや七十四年鶴を折る 東京都三鷹市 旅人木
松手入空を残して終はりけり 滋賀県湖南市 岡崎　達栗
草加宿本陣跡や金木犀 東京都足立区 門　未知子
外つ国の光を曳きて白鳥来 埼玉県草加市 菊地　英
白萩にドナルドキーンの風ふふむ 埼玉県草加市 小林　紀久夫
歌垣の山はあれぞと芒の穂 埼玉県草加市 小山　八州史
薄氷の金子兜太の顔となる 東京都新島村式根島 曽根　新五郎
日の暮れて聞こえずなりぬ蝉の声 埼玉県草加市 高江 功
木枯を切る少年のフリスビー 東京都品川区 村本　麗
三代の祭袢纏竿に揺る 埼玉県草加市 田中　菊江
松の芯カタカタと鳴るランドセル 埼玉県草加市 中田　富佐枝
正面は富士の山なり大根干す 神奈川県足柄上郡 中村　昌男
白秋忌林檎をかじるをみなかな 東京都世田谷区 野上　卓
雨上がり蜻蛉の空となりにけり 宮城県仙台市 滔天
しずくして大温室のカカオの木 東京都三鷹市 浜田　睦子
青空の奥も青空紅葉山 埼玉県さいたま市 古郡　孝之
草加宿灼くる芭蕉の碑文石 埼玉県草加市 古屋　順一
楮蒸す焚口を火の跳ね上がり 埼玉県草加市 細川　恵子
スーツケース転がしてゆく木芽晴 宮崎県宮崎市 堀内　早紀
古里の母へ父へと野菊摘む 愛知県岡崎市 水野　幸子
夜は宙のいろにもどりし桜かな 神奈川県鎌倉市 溝渕　淑
白南風や白球を追ふユニフォーム 兵庫県神戸市 青波
芹洗う豊かに水をせき止めて 秋田県秋田市 安井　武
梅東風に浄瑠璃聞こゆ怒鳴門忌 埼玉県草加市 山田　淳
春浅し江戸を見かえる翁像 埼玉県越谷市 山本　哲哉
ねんねこの吾子眠りたる師走かな 岐阜県関市 榊原　宣宏

【一般の部　テーマ句】
色変へぬ松や曽良待つ翁像 埼玉県草加市 田坂　泰宏
松原の松しづかなる小春かな 埼玉県草加市 加藤　盛夫
芭蕉像松の花散る行方かな 埼玉県草加市 青木　しづ子
松並木軽々止る赤とんぼ 埼玉県越谷市 新巻　民章
街道の松に菰巻く嚔かな 東京都足立区 安西　信之
松茸狩学校一の目敏き子 青森県むつ市 飯田　知克
草加松原百万本の冬仕度 埼玉県越谷市 岩永　トヨノ
松を愛で春の草加をみちのくへ 青森県青森市 太田　直樹
川縁の句碑訪ふや新松子 埼玉県草加市 大谷　節子
一本の松を塒の冬すずめ 東京都足立区 門　未知子
平然と色変へぬ松平林寺 埼玉県川口市 倉田　うた子
石だゝみ散り敷く青き松落葉 埼玉県草加市 栗林　悠紀子
色変えぬ松や開港浦賀沖 神奈川県伊勢原市 髙梨　裕
日蓮の袈沙掛の松冬ざるる 東京都品川区 村本　麗
蕉翁も見し松並木菰を巻く 埼玉県草加市 田中　菊江
松百幹ドナルドキーンの萩こぼる 埼玉県草加市 戸村　トヨ子
門松や日輪確と納めけり 神奈川県横浜市 中野　節子
キーン碑へさめざめと松落葉かな 埼玉県草加市 中村　鈴子
水澄めり赤松林風生まる 埼玉県草加市 成田　清子
芭蕉忌や夜は黒々と松の影 岩手県盛岡市 二階堂　光江
色変へぬ松や芭蕉の旅立像 埼玉県川口市 西村　ふゆ子
老松に風禍のあとや冬の鵙 東京都三鷹市 浜田　睦子
白寿なる祖母の名は松初鏡 栃木県宇都宮市 半田　良浩
弟と松葉拾ひし幼き日 埼玉県所沢市 平木　宗祐
草加なる並木の松は色変へず 栃木県宇都宮市 平野　暢行
松原の風音聞きつ年用意 埼玉県草加市 前﨑　都
行く秋の空を押し上ぐ松並木 埼玉県さいたま市 増田　信雄
ドナルド・キーンお手植ゑの松菰巻きす 埼玉県さいたま市 松田　碧霞
のけぞりて月をいざなふ松の芯 神奈川県鎌倉市 溝渕　淑
冬晴や松千本は風の道 神奈川県横浜市 三玉　一郎
義経の腰掛の松秋の風 兵庫県神戸市 青波
松の芯尖り初めたる古街道 埼玉県越谷市 山本　哲哉
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【小・中・高校生の部　雑詠句】
選手の怒号冬空に響くタッチダウン 滋賀県立彦根東高等学校　　 武田　大和
赤と青緑と黄色夏の色 草加市立瀬崎中学校　　 小菅　南歩
撫子に触れて行き交ふ車椅子 愛知県立岡崎東高等学校　　 河野　通有
秋の蚊の我を刺すことなく去れり 福井県立丸岡高等学校　　 小林　陸人
多摩川や正月の凧数へ切れず 福井県立丸岡高等学校　　 小林　陸人
オリオンの星座の下で夜を明かす 岐阜県立吉城高等学校　　 坂下　仁紀
流星やボトルシップの帆に揺らぎ 愛知県立幸田高等学校　 清水　直弥
麗らかや海図ゆつたり丸まつて 大阪桐蔭高等学校　　 杉江　玲
通知表前にアイスは溶けてゆく 福岡雙葉高等学校　　 高野　真瞳
宵闇やキラキラ光る髪飾り 秋田県立秋田西高等学校　　 高橋　阿侑美
古井戸の壊れしポンプ秋の夕 長野県屋代高等学校　　 竹花　知生
霜柱踏みて兄弟登校す 盛岡中央高等学校　　 田家　夏希
調律したてのピアノや月冴ゆる 愛媛県立新居浜西高等学校　 本藤　李青
焼き林檎焼き終わらずに日の暮れる 愛知県立幸田高等学校　 三浦　早葵
秋空に吸いこまれゆく笑い声 滋賀県立彦根東高等学校　　 安居　桜花
縁側に眠る白猫鏡餅 愛媛県立新居浜西高等学校　 米丸　夏翠
凍雲や期末考査の始まりぬ 智辯学園和歌山中学校　　 申　千春
切りきずがしみる夕暮れからっ風 草加市立松江中学校　　 小森　紗椰
こんな日の炬燵の中は足だらけ 五條市立五條東中学校　　 久下本　晴香
答案に冬の夕焼染まりけり 五條市立五條東中学校　　 北川　翼
古都のまち練り歩きけり僕と鹿 草加市立栄中学校　　 村吉　姫
流れ玉くぐりて投げる雪合戦 高山市立東山中学校　　 門前　凛音
夕焼けや家をも木をも朱に焦がす 草加市立瀬崎中学校　　 三苫　由依
スカートのすそ揺らしたる春の風 草加市立瀬崎中学校　　 熊谷　真愛
渋滞の車窓まぶしく花火かな 茨城県立並木中等教育学校　　 柳田　心瑠
小さな木小さくみのるあまいかき 草加市立花栗南小学校　　 中根　愛結那
虫の声ゆめの中までなりひびく 草加市立栄小学校　　 鈴木　真綾
太陽だにじをみながら一人言 草加市立両新田小学校　　 丸山　乃愛
いわし雲ドッヂボールの友の声 草加市立清門小学校　　 橋本　幸志郎
真夏の日雲にかくれる男体山 草加市立清門小学校　　 坂田　美空
日に日にと近づいてくる卒業式 草加市立清門小学校　　 村越　咲姫
冬休み市川先生また太る 草加市立川柳小学校　　 下釜　風月
夕ぐれに焼き芋売りの声ひびく 草加市立氷川小学校　　 池畠　二愛
ほしぞらをみあげたさきにいっとうせい 小川町立大河小学校　　 梶田　悠希菜
白い息つつむ手のひら墨のにおい 草加市立谷塚小学校　　 伊藤　優花

【小・中・高校生の部　テーマ句】
冬の星光りそそいで松光る 草加市立氷川小学校　　 遠藤　心彩
短日や松の作りし影多く 高田高等学校　　 梅谷　真未
松落葉掃けども流れ込むばかり 長野県屋代高等学校　　 竹花　知生
秋麗光差し込む松並木 滋賀県立彦根東高等学校　　 辻　美帆
秋空に天まで届く松並木 草加市立瀬崎小学校　　 高橋　直希
秋の空友と急げる松並木 滋賀県立彦根東高等学校　　 礒部　麻央
蒼天の雪吊りのなか松ひとつ 名古屋高等学校　　 鬼頭　孝幸
初釜や松の州浜の二つ三つ 長野県屋代高等学校　　 小山　紘輝
手袋に両手いっぱいまつぼっくり 滋賀県立彦根東高等学校　　 髙谷　英里菜
幼子の松葉相撲や冬麗 岐阜県立吉城高等学校　　 立道　萌香
松が枝や月影にほふ綾瀬川 盛岡中央高等学校　　 津志田　萌
木枯らしや松に虚空のぶら下がる 滋賀県立彦根東高等学校　　 中村　好文
秋の暮松が夕日に背を向けて 滋賀県立彦根東高等学校　　 水野　悠久
幼な児の掌にいっぱいの松ぼっくり 岐阜県立吉城高等学校　　 吉川　彩香
北風にさらされ話す松並木 草加市立川柳中学校　　 中島　睦尋
北風も見方にしてる松並木 草加市立川柳中学校　　 原田　萌
秋の空高くのびるよ松並木 草加市立瀬崎小学校　　 椎葉　春花
赤とんぼにぎやかに飛ぶ松並木 草加市立長栄小学校　　 田島　澄怜
松並木大きく見える天の川 草加市立長栄小学校　　 増平　陽大
秋風がほほをなでるよ松並木 草加市立長栄小学校　　 新川　正悟
松並木夏のひざしでひかってる 草加市立松原小学校　　 三上　巳虎
陽光の木々をかけてく松並木 草加市立谷塚小学校　　 小谷野　詠
松並木台風の日におどってる 草加市立谷塚小学校　　 宮下　侑真
まつなみ木冬にまけないみどり色 草加市立新里小学校　　 渡辺　悟史
松並木みどりの中の風の音 草加市立新里小学校　　 髙木　結心
松並木わらで包んで冬仕度 草加市立清門小学校　　 本山　柚朱
松並木草加いろどる緑の木 草加市立清門小学校　　 諸角　梨桜
まつぼっくりポケットいっぱいはいってる 草加市立川柳小学校　　 川田　星空


