
第８回郡上市文芸祭入賞・入選一覧（一般の部）

賞 部門 住所 氏名 作品

宗祇常縁賞 狂俳 郡上市 青木　公 岩清水　鎌研ぐ石に蟹遊ぶ

郡上市文芸祭賞 現代詩 大阪府 興村　俊郎 けむり

郡上市文芸祭賞 短歌 下呂市 杉山　洋子
強者が喝采受けし遠き日よ宮にひつそ
り力石座す

郡上市文芸祭賞 川柳 岐阜市 小林　光枝 肩書きはいらぬ本音で生きる道

郡上市長賞 現代詩 滋賀県 森　千鶴 柿

郡上市長賞 短歌 中津川市 西尾　房子
訪ね来し叔母の土産の水中花コップに
咲くを母は口寄す

郡上市長賞 俳句 郡上市 和田　和美 疫病の愁い解きたく更衣

郡上市長賞 川柳 埼玉県 関根　一雄 地球儀を回し指さす嫁ぎ先

郡上市長賞 狂俳 岐阜市 古田　善治 文化の香り　踊り囃子が地に根付く

郡上市教育長賞 現代詩 中津川市 西尾　嘉浩 郡上のコーラ自販機

郡上市教育長賞 短歌 美濃市 古田　照明
田畑は光合成をあきらめて発電パネル
増えてゆきたり

郡上市教育長賞 俳句 高山市 楢本　洋子 知らざりし事なほ多し終戦日

郡上市教育長賞 川柳 大阪府 石田　隆至 西暦で言うと値打ちが下がる歳

郡上市教育長賞 狂俳 各務原市 天野　桂子 色付く　胸の舳先が疼き初む

郡上市文化協会長賞 現代詩 土岐市 木下　宏明 『碁盤』

郡上市文化協会長賞 短歌 中津川市 西尾　嘉浩
看護師に「息子は未だ独身」と麻酔の
醒めし母のささやく

郡上市文化協会長賞 俳句 高山市 佐藤　智子 また同じ場所に躓きそぞろ寒

郡上市文化協会長賞 川柳 静岡県 石田　昇 リモートの父が迎える子供達

郡上市文化協会長賞 狂俳 岐阜市 舟坂　均 色付く　古刹の寺苑秋盛る

特別賞 短歌 郡上市 清水　清美
二拍子に山藤揺らす初夏の風夫のおに
ぎりほろり崩れる

入選 現代詩 郡上市 大谷　務 爽やかな香りヨモギの送り物

入選 現代詩 三重県 村口　宜史 「建具屋の仕上げ」

入選 現代詩 東京都 渡辺　拓馬 どこにも繋げないで

入選 現代詩 京都府 中元　悠 「ひとりの身」

入選 現代詩 八百津町 細江　隆一 家屋

入選 短歌 山梨県 山本　栞
エンゼルパイ飲みこむたびにうっすら
と肩甲骨に翼の疼き

入選 短歌 郡上市 本田　真奈美
朝顔の種まく穴にちょうどよい一年生
の人さし指は

入選 短歌 関市 安藤　金則
病葉も木漏れ日も掃く竹ぼうき坂の石
畳白き跡引く

入選 短歌 飛騨市 横山　美保子
桜人となりて歩けり妹と九十四歳の父
真ん中にして
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入選 短歌 中津川市 塚田　いせ子
征く日まで義兄の使いし高足の机にい
ま孫パソコンを打つ

入選 短歌 愛知県 内藤　好子
声のする平らな画面に耳当ててかき集
めている散りゆく音を

入選 短歌 郡上市 石田　賢吾
和良川よきちんと映せ吾が顔をこれほ
ど歪みし顔にはあらじ

入選 短歌 埼玉県 鈴木　良二
アクリル板越しの精算もどかしく釣銭
さがす眼鏡のゆるび

入選 短歌 埼玉県 坂井　傑
少年は小さな虫をじっと見てやさしい
気持ちを育んでいる

入選 短歌 東京都 塩田　友美子
教科書を読む君を見て好きという気持
ちの類語ないのだと知る

入選 短歌 中津川市 平野　満子
転居する度に掛け来し表札も古りて住
処の土に納めぬ

入選 短歌 恵那市 樋田　美和子
生糸なる裾捌きよき長襦袢身に馴染む
なり明治のものよ

入選 短歌 山口県 熊本　芳郎
漉き舟の白き混沌掬い上げ漉き桁ゆら
すさざ波のごと

入選 短歌 各務原市 田中　幸子
わっさわっさ青葉若葉はかぶさりて
ガードレールと葛屋飲み込む

入選 俳句 郡上市 河合　すう子 借りて来し車運転して薄暑

入選 俳句 郡上市 瀧下　千江子 遠き日の写真を広げ春炬燵

入選 俳句 愛知県 伊串　登美子 潮風に知多の案山子の着くづれて

入選 俳句 高山市 原田　尚子 患者らを笑はせ老医暖かき

入選 俳句 郡上市 上田　芳子 疫病に母を見舞えず花は葉に

入選 俳句 郡上市 日置　砂代子 姑に似て来しと云はれて草を引く

入選 俳句 郡上市 小林　与志夫 先行きの見えぬ商ひ春燈下

入選 俳句 高山市 高原　八重子 参道に揺らぎ交差し花の影

入選 俳句 郡上市 本田　節子 警報の解かれ涼しき朝迎ふ

入選 俳句 郡上市 井田　初子 記念樹の青桐凛と雨にたつ

入選 俳句 揖斐川町 香田　明彦 教室の空気入れ替え夏休み

入選 俳句 愛知県 東野　佐惠子 立ち入るを禁ずる園の大牡丹

入選 俳句 郡上市 木田　治子 亡き友の息子と語り春愁に

入選 俳句 埼玉県 岡田　孝道 より添える影も老いたり日向ぼこ

入選 俳句 郡上市 国居　ことゑ 一人居の誰か来てほし春炬燵

入選 俳句 郡上市 猪俣　通子 吉報に団居の弾み春灯下

入選 俳句 郡上市 筒井　弘子 満開の花の町行く聖火かな

入選 川柳 飛騨市 横山　昇一 晩節を汚さぬための噤む口

入選 川柳 中津川市 西尾　嘉浩 体重はマスクの分を引いて書き
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入選 川柳 関市 東山　富奈美 おだやかな日差しおいしく山笑う

入選 川柳 郡上市 長尾　佐代 孫からのメール令和の風に乘る。

入選 川柳 滋賀県 馬橋　幸夫 患いて手相で見積る余世かな

入選 川柳 滋賀県 野口　成人 アルバムを開いて過去に戻る母

入選 川柳 佐賀県 古賀　由美子 九十の母に負けてる好奇心

入選 川柳 美濃市 岡　哲也 哀楽の轍いのちを織り続け

入選 川柳 奈良県 渡辺　勇三
五七五がコロナ・愚痴・老い蹴散らか
す

入選 川柳 東京都 右田　俊郎 疑問符を背負って生きる蝸牛

入選 狂俳 郡上市 遠藤　悟 岩清水　滴り渇く喉癒す

入選 狂俳 関市 熊澤　日出子 色付く　山は自慢の衣着る

入選 狂俳 下呂市 今井　菊夫 色付く　踊る浴衣の裾眩い

入選 狂俳 各務原市 中野　邦子 岩清水　ピッケル置いて手に掬う

入選 狂俳 郡上市 林　巌 岩清水　老鶯深山鳴き頻る

入選 狂俳 中津川市 西尾　房子 色付く　デートのマスク決まらない

入選 狂俳 神戸町 村瀬　昇竜 文化の香り　山のお城に月が浮く

入選 狂俳 美濃市 遠藤　寿雄 文化の香り　樗流連綿遺訓守る

入選 狂俳 大野町 桑原　利幸 文化の香り　杜の行灯句が浮ぶ

入選 狂俳 関市 丹羽　房子 文化の香り　菊花展力作並ぶ

入選 狂俳 郡上市 神座　峰治 色付く　恥じらう恋の頬赤い
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