
 □令和４年度 芭蕉翁献詠俳句 児童生徒の部入選 

俳句 学校学年（賞状用） 氏名 

あめふってかえるがそとでとびまわる 曙保育園 井上 太陽 

あまのがわわたってみたいなささぶねで 曙保育園 中井 眞幌 

ぐるぐるとくるまのまわりとぶとんぼ 曙保育園 米森 一真 

かわいいねメダカすいすいビオトープ 曙保育園 堂山 創平 

２かいまであそびにきたよあまがえる 曙保育園 米山 宙汰 

ぴょんぴょんとバッタがみんなでトランポリン 睦保育園 廣出 悠宇 

おつきさまきのうとおなじところから 睦保育園 今山 麻 

はじめてのきいろいすいかおいしいな 睦保育園 佐藤 朱 

バッタとりぼくもいっしょにとびはねる 中瀬城東保育園 田中 稜都 

ちかづくとだまってしまうせみのこえ 中瀬城東保育園 松本 ひなた 

おいしいなひとつでふたつさくらんぼ 中瀬城東保育園 橋本 朋依 

カブトムシ夜のさんぽでつかまえた 中瀬城東保育園 雪村 海斗 

あっついなちきゅうがおこるおんだんか 中瀬城東保育園 竹野 聡太 

ザリガニをおおきなあみでつかまえに 中瀬城東保育園 古仲 隆之助 

かわいいねちっちゃいひまわりさきました 友生保育園 鬼池 美光 

ひこうきのまどからみえるなつのそら 友生保育園 上田 二瑚 

からすさんとうもろこしをたべないで 長田保育園 田 凌瑞 

ざりがにとじゃんけんしたらぼくのかち いなこ保育園 菊田 彪牙 

つかまえたバッタはなにをたべるかな みどり保育園 森地 初興 

おひさまがアイスクリームたべちゃうよ みどり保育園 安岡 望乃梨 

トマトたべわたしのおかおつるつるよ みどり保育園 吉田 羽那 

きゅうりにはとげがたくさんいたたたた みどり保育園 吉田 尚央 

スイミングやっとごうかく１８きゅう みどり保育園 川森 仁翔 

めかくしにドキドキしたよすいかわり ひかり保育園  鈴木 琴葉 



おてつだいプールののこりでおみずやり ひかり保育園 井岡 知里 

花火みてみんなの目のなかきらきらだ ひかり保育園 月井 清歌 

なすびとる僕より先にアリがいた ひかり保育園 チャン フ フィ 

おくらのめあさみたときよりおおきいね みどり第二保育園 西田 茜 

おおはなびそらにむかっていっちょくせん みどり第二保育園 森島 航大 

まほうかなホースの水でにじがでた みどり第二保育園 小石 紗穂 

水てっぽう飛ばした水がすぐかわく みどり第二保育園 藤下 紡稀覇 

かぶとむしつかまえかたはユーチューブ 府中保育園 桑原 蓮央 

われたらねきいろいすいかだおどろいた 府中保育園 中野 桃花 

クリスマスわたしにサンタはくるのかな ゆめが丘保育園 町 朱織 

たまねぎをきればきるほどめにしみる ゆめが丘保育園 松本 花音 

のぼりべつクマにえさやりたのしいな ゆめが丘保育園 本多 陸 

あまりりすみんなだいすきおともだち ゆめが丘保育園 山村 紗椰 

きみのかちつのでぐいぐいかぶとむし ゆめが丘保育園 濱 咲希菜 

つばめのこかあさんまだかとのぞいてる 白鳳幼稚園 滝谷 真彩 

たなばたでかいたねがいはけいさつかん 白鳳幼稚園 藤本 美珠 

ふゆのかぜはっぱがはっぱおいかける 蔵持こども園 森永 彩央 

おてつだいちくわのあなにきゅうりさす 伊賀市立上野東小一年 谷口 牧 

とうしじまくらげだらけでおよげない 伊賀市立上野東小一年 堀川 礼 

たぶれっとあさがおうまくとれるかな 伊賀市立上野東小一年 野村 昂生 

なつのたびかばんにどきどきつめこんだ 伊賀市立上野東小一年 田山 杏奈 

なつやすみはいくをつくるがんばるよ 伊賀市立上野東小一年 松浦 智愛 

なにいろにしようかまようこおりみつ 伊賀市立上野西小一年 冨田 佑希 

こんちゅうもねっちゅうしょうになるのかな 伊賀市立上野西小一年 川崎 莉壱 

あさがおのつるとなすのはてをつなぐ 伊賀市立上野西小一年 家城 奏華 

ひやけしてごうぐるのあとぱんだかな 伊賀市立上野西小一年 山口 主羽 



フーリンがかぜにゆれててチリリリン 伊賀市立上野西小一年 堀   千咲 

むしさされすぷれいかけてはいくかい 伊賀市立上野西小一年 宮本 めい子 

おおきいななみにさんだるながされた 伊賀市立上野西小一年 木村 心春 

あさがおのつるがぐんぐんはなさかず 伊賀市立久米小一年 中南 龍人 

みのむしあんしおからとんぼみつけたよ 伊賀市立久米小一年 苗村 叶 

はなびみてにくやくぱぱとたべるぼく 伊賀市立久米小一年 松山 海輝 

わたがしだもくもくくもがなつのそら 伊賀市立上野北小一年 東根 咲月 

むかえびをもやしてきたよおじいさん 伊賀市立上野北小一年 北寺 咲希 

たいようがとまとをてらしあまくなる 伊賀市立上野北小一年 山 健太 

なつやすみばしょうたどりしちゅうそんじ 伊賀市立中瀬小一年 天満 瑞貴 

じゃがいもをいっぱいほったばあちゃんと 伊賀市立中瀬小一年 池田 快 

すいえいでみずにもぐれた８びょうかん 伊賀市立中瀬小一年 福森 さな 

ようきたなじいちゃんわらってすいかきる 伊賀市立友生小一年 小澤 夏実 

じてん車のうえでとんぼが一休み 伊賀市立友生小一年 橋本 一輝 

おいしいなはたけでとれたずっきいに 伊賀市立友生小一年 島地 美和 

おとうとがさわがにをみてかにだんす 伊賀市立依那古小一年 西尾 恭介 

はつぼんでママといっしょにおちゃをだす 伊賀市立神戸小一年 下井 悠誠 

たんけんでほたるいっぴきみつけたよ 伊賀市立成和東小一年 城山 優晴 

うなぎやくじいじのふくもいいにおい 伊賀市立成和西小一年 森野 心晴 

あめのおととびだしちゅういあまがえる 伊賀市立三訪小一年 髙井 朝陽 

おばあちゃんのそだてたすいかおもたいな 伊賀市立柘植小一年 藤井 美杜 

くものすにはっぱいちまいかかっている 伊賀市立柘植小一年 森川 雪 

ロープウェーなつのおやまですれちがう 伊賀市立柘植小一年 阪﨑 雄哉 

なんかいもむぎちゃわかすよおかあさん 伊賀市立西柘植小一年 佐々木 慧人 

あとひとつのこりのすいかとりあいだ 伊賀市立西柘植小一年 藤澤 元基 

さきおわりあさがおのたねらいねんも 伊賀市立壬生野小一年 黒田 結子 



すいかたべたねとばしあうぼくとまま 伊賀市立壬生野小一年 福森 來樹 

なつやすみやっとあえたねおばあちゃん 伊賀市立阿山小一年 福田 悠翔 

ひまわりはいつもたいようみているね 伊賀市立阿山小一年 松井 耀大 

かぶとむしはねをひろげてとんでゆく 伊賀市立大山田小一年 林 愛翔 

ほたるいたぱぱのてのなかひかってる 奈良市立月ヶ瀬小一年 住岡 李愛菜 

みの虫あんせみのなきごえきこえるよ 伊賀市立上野東小二年 加藤 大貴 

ひまわりとかかとうかせてせいくらべ 伊賀市立上野東小二年 横山 恵実 

はつぼんのぼくのやくめはかねたたき 伊賀市立上野西小二年 鈴木 叡二郎 

ふうりんがおしえてくれる雨よほう 伊賀市立上野西小二年 上田 義仁 

夏がいく犬のマロンのおそうしき 伊賀市立上野西小二年 廣岡 凛 

にゅうどうぐもトンネルぬけたらそとは雨 伊賀市立上野西小二年 西川 瑛晴 

ミニトマトたね一つでもざるいっぱい 伊賀市立上野西小二年 井岡 大成 

海つりではじめてつれたスズキの子 伊賀市立上野西小二年 菅尾 優斗 

大きな木じゅえきとりあうカブトムシ 伊賀市立久米小二年 藤本 桜李 

夏の川岩がツルツルすべりだい 伊賀市立上野北小二年 久保 翔和 

あわじしまうずしおをみてはしわたる 伊賀市立府中小二年 吉岡 敏太朗 

あまのがわひこうきだけがみえました 伊賀市立府中小二年 田中 蓮 

あついやろしんぱいしすぎおばあちゃん 伊賀市立中瀬小二年 安田 栞七 

すいとうのカラカラこおりおいしいな 伊賀市立中瀬小二年 ハラカワ 愛理沙 

れいぞうこあけたらあったおべんとう 伊賀市立友生小二年 猪口 乃愛 

かわあそびさわがににげるいわのすみ 伊賀市立友生小二年 藤岡 葵 

くろアリのえものをはこぶつよいあご 伊賀市立友生小二年 井上 琉夢 

夏空を二つに分けるひこうき雲 伊賀市立友生小二年 井関 愛理 

三日かんおぼんにおきょうおぼえたよ 伊賀市立依那古小二年 辻 涼介 

はちうえのきゅうりまがって月みたい 伊賀市立依那古小二年 西岡 脩馬 

かぼちゃがねはたけのそとまでつるのばす 伊賀市立成和東小二年 池澤 奈花 



バーベキューのこり火はじけ夏がゆく 伊賀市立成和東小二年 冨沢 萌愛 

くらげがねパパのうでを赤くした 伊賀市立三訪小二年 中森 心麗 

おやつばめ羽をたたんですに入る 伊賀市立柘植小二年 杉本 龍虎 

ひまわりのたねもたべるのおさるさん 伊賀市立柘植小二年 内田 茉宏 

今日は雨プールびらきは晴れるかな 伊賀市立柘植小二年 小西 智宏 

一りょう車青田の中をはしりぬけ 伊賀市立西柘植小二年 山本 実希 

がいとうのあかりもとめてかぶとむし 伊賀市立阿山小二年 上林 萌々香 

そらのうえにゅうどう雲を見つけたよ 伊賀市立大山田小二年 中村 香琳 

ハンモックゆらゆらゆれる気もちいい 伊賀市立青山小二年 阿部 壮眞 

夏休みおばあちゃんとかやでねる 伊賀市立青山小二年 山本 吏花 

たいようがつめたいプールぬるくした 伊賀市立青山小二年 中出 さら 

かぶと虫みつけたけれどつかめない 伊賀市立青山小二年 竹本 香弥 

なんでなの カにさされるのわたしだけ 伊賀市立青山小二年 島 羽瑠咲 

カタツムリゆっくりあるいて日がくれる 奈良市立月ヶ瀬小二年 松本 健司 

スライダースピード上げてすべる夏 江東区立扇橋小二年 岸田 崚太郎 

ヤゴとってみんなでそだて夏が来た 江東区立扇橋小二年 金井 美佳 

なつのうみさかながたべるわかめの木 江東区立扇橋小二年 福田 彩希 

夏の空紙ひこうきがとんで行く 江東区立扇橋小二年 石田 湊 

そうめんがみずにながされつかめない 江東区立扇橋小二年 會田 蓮武 

山のぼり目ざせちょう上高お山 江東区立扇橋小二年 諸岡 真那 

つゆあけてはっさいなった二年生 江東区立扇橋小二年 近藤 成央 

ふたごかなあみどにならぶせみのから 伊賀市立上野東小三年 甲田 心桜 

クワガタだとろうとしたらはさまれた 伊賀市立上野東小三年 上市 悠介 

夏風と茶畑みえるレストラン 伊賀市立上野東小三年 長愛 桜涼 

町中がゆうやけ色にそまってく 伊賀市立上野西小三年 仲宗根 安那 

ばあちゃんがすきだったかきそなえるよ 伊賀市立上野西小三年 椎葉 康瑛 



大すきなオクラの花はうす黄色 伊賀市立上野西小三年 稲森 優太 

はやく来いﾏｽｸはずしてあそぶ夏 伊賀市立上野西小三年 西 理壱 

かいがらをさがしてあるくなつのうみ 伊賀市立上野西小三年 山中 結衣 

ぼんおどりいしょうのもようがおどってる 伊賀市立上野西小三年 渡邊 柚菜 

きえかけの花火ののこりうつし合う 伊賀市立上野西小三年 服部 倫子 

クワガタはオス同士ではけんかする 伊賀市立上野西小三年 小澤 泰我 

あつい夜ふとんをうばったおとまり会 伊賀市立上野西小三年 猪野 寛祐 

ランドセルさみしそうだね夏休み 伊賀市立上野西小三年 山藤 来輝 

朝ぐもりキジバトの声しみわたる 伊賀市立上野西小三年 赤阪 穂花 

ふうりんの音にさそわれダンスする 伊賀市立上野西小三年 矢川 瑠璃 

おどろいたせんたく物にせみ止まる 伊賀市立上野西小三年 松村 亜依李 

くらい森なかなかいないセミの羽化 伊賀市立上野西小三年 福井 康太 

うきわつけいっしょにうかんだ水クラゲ 伊賀市立久米小三年 新 陽翔 

ひりひりと遊んだ分の日やけあと 伊賀市立府中小三年 庵下 蓮斗 

石だんにせみのぬけがらからからと 伊賀市立府中小三年 中西 悠人 

夜空さくうちあげ花火きれいだな 伊賀市立府中小三年 森福 悠真 

友だちとおとまり会できもだめし 伊賀市立中瀬小三年 町野 美凪 

雨上がりとぐろをまいた青だいしょう 伊賀市立友生小三年 湯川 由唯 

むぎわらのぼうしかぶればおさんぽだ 伊賀市立友生小三年 冨岡 愛馨 

すいかおきぶつだんの前手をあわす 伊賀市立友生小三年 谷本 莉望 

川のそば聞いたことない虫の声 伊賀市立友生小三年 森岡 明奈 

カマキリがぼくに向かってかま上げる 伊賀市立三訪小三年 山本 恭輔 

夏草に一つだけさく白い花 伊賀市立柘植小三年 宮田 知里 

思い出すたいこたたいたあつい夏 伊賀市立柘植小三年 森下 莉世 

草かりのじいちゃんのくつ田のにおい 伊賀市立西柘植小三年 稲森 一華 

セミの声もうすぐなくなるさびしいな 伊賀市立壬生野小三年 伊藤 ゆうじ 



赤色のハートの花火空にまう 伊賀市立壬生野小三年 岩本 優心 

いととんぼくさむらにきてまたとまる 伊賀市立壬生野小三年 界外 航弥 

木のはっぱてんとう虫がたまごうむ 伊賀市立島ヶ原小三年 澤田 柊弥 

くわがた虫おおきいアゴでたたかうよ 伊賀市立島ヶ原小三年 穂積 壮汰 

コンクリに顔をかいたよ水でっぽう 伊賀市立島ヶ原小三年 大矢 睦実 

おぼうさんあせかきながらおきょうよむ 伊賀市立島ヶ原小三年 大豆本 りょうし 

きぎのなかあかいもみじがめにとまる 伊賀市立阿山小三年 福森 帆乃 

遠出だね透き通る海泳ぎたい 伊賀市立青山小三年 花垣 綾弥 

公園でせみの声聞きさか上がり 名張市立桔梗が丘小三年 木津 唯翔 

夏の夜花火でてらす山の道 江東区立扇橋小三年 斎藤 大 

目にうつる夜の花火はいつまでも 江東区立扇橋小三年 大熊 遥 

夏の海二十五メートルクロールだ 江東区立扇橋小三年 田中 碧 

花火の夜屋台のおめんつけ歩く 伊賀市立上野東小四年 増田 理沙 

弟の旅じたくまず虫かごと 伊賀市立上野東小四年 森岡 風香 

木をけって三びき取れたカブトムシ 伊賀市立上野東小四年 土山 友良 

たんぽぽのわたげおそらでフラメンコ 伊賀市立上野東小四年 西浦 愛莉 

赤ちゃんのなき声まけるせみの声 伊賀市立上野東小四年 玉岡 千明 

イナビカリコロナウイルスやっつけて 伊賀市立上野東小四年 森田 匡 

らいめいにまどしめ走るお母さん 伊賀市立上野東小四年 峯 あやめ 

学校のプール今年はあさかった 伊賀市立上野東小四年 杉本 悠真 

かぶと虫じゅえきをなめてふっかつだ 伊賀市立上野東小四年 狩野 歩夢 

夕暮れにかがんで見守るセミの羽化 伊賀市立上野西小四年 奥本 ここね 

夏の雨ぬれる飛び石足とられ 伊賀市立上野西小四年 田中 広翔 

親バチが白いよう虫のぞいてる 伊賀市立久米小四年 杉野 唯 

つゆが開け雲の動きもはやくなる 伊賀市立久米小四年 山本 耕輔 

山道でテールランプにホタルよる 伊賀市立上野北小四年 藤本 紗葵 



弟のプールデビューはおおあばれ 伊賀市立上野北小四年 狭間 結翔 

大雨でさわがにわが家へひなんする 伊賀市立上野北小四年 山口 光 

ひまわりのまねして私もモデル立ち 伊賀市立上野北小四年 鈴木 莉唯 

ほほにつくたたみのもよう昼ね跡 伊賀市立中瀬小四年 藤澤 真実 

イトトンボエメラルドの背光射す 伊賀市立友生小四年 傳道 海斗 

はは作るむぎちゃのパック泳いでる 伊賀市立友生小四年 山中 理愛 

アキアカネ道あんないのとうげごえ 伊賀市立依那古小四年 中岡 宗春 

きりの中白い風車がそびえ立つ 伊賀市立成和東小四年 福永 莉士 

しんぱんがｻﾝｸﾞﾗｽしてストライク 伊賀市立成和東小四年 花森 仁朗 

夏休み手作りギョーザ初体験 伊賀市立三訪小四年 葛原 龍希 

ねぐるしさネッククーラーつけたよる 伊賀市立三訪小四年 呉本 笑舞 

あまがえるせきひの文字であまやどり 伊賀市立柘植小四年 藤井 莉南 

土べいからかわらにのぼる雨がえる 伊賀市立柘植小四年 片岡 琉渡 

炎天下すぶり百回ひびく声 伊賀市立西柘植小四年 浅井 司 

とう立が初めてできた夏の朝 伊賀市立壬生野小四年 坂本 燈麻 

らくらいでしがみつく夜母のうで 伊賀市立壬生野小四年 南出 久翠 

いもうとの大きなあさがおスカイブルー 伊賀市立島ヶ原小四年 山下 治 

いつもより早く起きれた夏の旅 伊賀市立阿山小四年 森川 雛名 

姉のせをおいかけねらう水でっぽう 伊賀市立阿山小四年 内田 莉温 

太陽とえがおはじける水あそび 伊賀市立阿山小四年 森岡 菫 

伊賀盆地稲穂のゆれる音がする 伊賀市立阿山小四年 箱林 遼 

雷鳴をおびえ妹ぎゅっとだく 伊賀市立青山小四年 岡島 希生梨 

ご先祖へわたし組み立てぼんちょうちん 伊賀市立青山小四年 藤本 珊花 

雷が音と同時に走り出す 伊賀市立青山小四年 森 涼佑 

「次おります」初おし体けん夏の旅 伊賀市立青山小四年 瀧夲 晴乃 

サッカーでつかれたぼくにホタル来る 奈良市立月ヶ瀬小四年 仲谷 英琉 



さかあがり夏の終わりの一回転 日之影町立日之影小四年 羽賀 光亮 

雪がっせん犬ががぶりと口に入れ ぐんま国際アカデミー四年 佐々木 琴音 

枝豆も僕と同じの三兄弟 伊賀市立上野東小五年 髙田 善 

まつばづえついて見あげた大花火 伊賀市立上野東小五年 山本 真帆 

弟の産声ひびく梅雨晴れ間 伊賀市立上野東小五年 瀧山 莉央 

いねのほのゆれるむこうに電車行く 伊賀市立上野西小五年 小林 奈央 

朝つゆにぬれた新聞取りにいく 伊賀市立上野西小五年 中里 健人 

昨日より大きくなったプチトマト 伊賀市立久米小五年 杉山 世凪 

夏休み鏡見るたびくろさ増す 伊賀市立久米小五年 藤原 彩心 

ボクよりも母が夢中なカブト虫 伊賀市立久米小五年 新山 遥希 

はなれない耳に残るはせみの声 伊賀市立上野北小五年 吉岡 陽葵 

なす料理私かたまる母ギロリ 伊賀市立上野北小五年 舩見 優花 

おぼん前七つの野菜祖母を待つ 伊賀市立府中小五年 上田 桃寧 

父の日に父へ選んだ青パジャマ 伊賀市立府中小五年 岩瀬 菜月 

天空に龍が現わるイナビカリ 伊賀市立中瀬小五年 中島 久絆 

とびちった宝石みたい花火かな 伊賀市立中瀬小五年 葛原 莉杏   

にじの橋ごせんぞ様がわたってる 伊賀市立中瀬小五年 中尾 武雅 

けしょう水キャップの上にシャボン玉 伊賀市立中瀬小五年 葛原 彩瑚 

四等でニジイロクワガタ連れ帰る 伊賀市立中瀬小五年 西森 友志 

帽子から流れる汗が目にしみる 伊賀市立中瀬小五年 太田 一瑳 

夏休み祖父に習ったしょうぎうつ 伊賀市立友生小五年 菅沼 拓 

のぼり坂入道雲とかけっこを 伊賀市立友生小五年 中村 莉子 

ばあちゃんの梅ぼし食べて元気出す 伊賀市立友生小五年 辻岡 沙樹 

風吹いて青く波打つ稲の海 伊賀市立神戸小五年 福森 愛徠 

ひさびさの花火大会山てらす 伊賀市立神戸小五年 西濱 亜実 

密さける車の中で花火見る 伊賀市立神戸小五年 秋永 夏那 



一列でマスクはずして通学路 伊賀市立成和東小五年 前田 莉安奈 

宮川の稚アユとともに夢を追う 伊賀市立成和東小五年 川口 慶悟 

桜島入道雲のぼうしかな 伊賀市立成和東小五年 浅川 永和 

日差しからトマトを守る野草たち 伊賀市立成和西小五年 百北 岳斗 

とどかずにホタルとまれとのばした手 伊賀市立成和西小五年 平原 あかり 

バス停所真夏のベンチフライパン 伊賀市立成和西小五年 宜保 ソフィア 

アジサイで金次ろう像うもれてる 伊賀市立柘植小五年 藤森 悠天 

はるぜみのからが落ちてる水の中 伊賀市立柘植小五年 内田 悠晟 

夏休み自転車こいでそろばんへ 伊賀市立西柘植小五年 前川 莉乃音 

２回目は２階に作るつばめの巣 伊賀市立西柘植小五年 森口 奈々聖 

ぱぱの顔夕焼け空と同化する 伊賀市立西柘植小五年 服部 空翔 

青天に負けた試合後蝉と泣く 伊賀市立西柘植小五年 松村 啓輔 

満天の夏星のした車中泊 伊賀市立西柘植小五年 中村 嘉風 

学校のうら草しげる行き止まり 伊賀市立壬生野小五年 中森 帆風 

日傘さしかげにかくれた君の顔 伊賀市立壬生野小五年 李  月亜 

せみの子がパパのかばんでぬけがらに 伊賀市立壬生野小五年 黒野 花音 

花火みるヒューと上がりどんとちる 伊賀市立壬生野小五年 中林 昌尚人 

よるのそらタイムをきそう流れ星 伊賀市立島ヶ原小五年 荻田 雄瑠 

流し場でだれを待つのかアマガエル 伊賀市立島ヶ原小五年 中井 璃奈 

夏休み火山灰舞う桜島 伊賀市立島ヶ原小五年 山本 朋佳 

川の水石でせきとめすいかおく 伊賀市立島ヶ原小五年 杣井 愛莉 

ひぐらしの切ないこえと入る夕日 伊賀市立阿山小五年 堀田 光起 

草かりし夕日の中におじいさん 伊賀市立阿山小五年 藤森 心望 

道ばたで蚯蚓がこげて苦しそう 伊賀市立阿山小五年 東 悠聖 

光る汗仲間でバトンつないだよ 伊賀市立大山田小五年 樋口 結希斗 

すいかわりうそをついたらおしおきだ 伊賀市立青山小五年 弘中 陽 



秋の山キノコが生える木の根本 津市立香良洲小五年 佐藤 岳 

暖かい春を告げるよ日溜まりが 津市立香良洲小五年 小野 恋絆 

灯台の上は涼風髪なびく 豊中市立北条小五年 辻 亜璃咲 

夏の雲体力テストで新記録 伊賀市立上野東小六年 野村 成吾 

トカゲほど素早く動けわが手足 伊賀市立上野東小六年 松田 爽佑 

まないたにすいかの色がしみこんだ 伊賀市立上野東小六年 中住 悠愛 

ゆかた着るちょっと大人の気分かな 伊賀市立上野西小六年 上山 若奈 

さんま焼くにおいがとどく曲がりかど 伊賀市立上野西小六年 中西 いろは 

青い空組体操で日焼する 伊賀市立上野西小六年 前田 京祐 

墓参りたばこそなえて祖父思う 伊賀市立上野西小六年 繁地 瑞樹 

グランドでもうしょに負けずもう練習 伊賀市立上野西小六年 北口 櫂惟 

二学期は重く感じるランドセル 伊賀市立上野西小六年 澤田 陽菜里 

心臓に花火の音がひびく夜 伊賀市立久米小六年 海士 天翔 

ザリガニがバンザイしてた田んぼ道 伊賀市立久米小六年 中森 大愛 

目をとじて感じてみようせみの声 伊賀市立久米小六年 福田 紗里 

地場産のなしのし食が並んでる 伊賀市立久米小六年 山本 和佳 

鏡見て日焼けした顔別人だ 伊賀市立久米小六年 福地 結斗 

黒の服着ては背中にアブとまる 伊賀市立上野北小六年 東根 沙織 

鳥羽わんにきらめく花火光る舟 伊賀市立上野北小六年 馬場 智生 

風鈴の音色遠のきまぶた落ち 伊賀市立上野北小六年 中島 蘭 

初めてのうで時計はめ走る夏 伊賀市立中瀬小六年 遊免 隼人 

そよ風と木々と小鳥のハーモニー 伊賀市立友生小六年 植松 実紅 

紫の空を引きさくいなびかり 伊賀市立友生小六年 中井 絢斗 

汗光り選手もひかる甲子園 伊賀市立友生小六年 荒木 心湖 

バスケ後にシャワーで全部流す汗 伊賀市立友生小六年 中森 晴琉 

せんたくのたたんだ上に汗落ちる 伊賀市立友生小六年 山本 有唯 



ひたすらにゴールをねらう炎天下 伊賀市立友生小六年 辻本 竜志 

友達が白い歯見せる麦の秋 伊賀市立友生小六年 藤堂 彩良 

半泣きだ残る宿題秋の空 伊賀市立友生小六年 若園 航佑 

愛犬を洗うついでに水遊び 伊賀市立依那古小六年 森岡 裕 

花ゆれて制服の兄門くぐる 伊賀市立依那古小六年 笠原 夢叶 

はちが出たしとめる母とにがす父 伊賀市立神戸小六年 大北 歩果 

夜の田に小さな衛星ほたるかな 伊賀市立成和西小六年 米村 魁浬 

来ないでとねがうそばからくる夕立 伊賀市立成和西小六年 大井 友誠 

ガラス越しやもりの足にタッチする 伊賀市立三訪小六年 出口 来希 

夕立ちで畑の野菜よみがえる 伊賀市立三訪小六年 前川 大和 

広島の青しばの上けるボール 伊賀市立三訪小六年 森 帆希 

始発駅ホームに停まるつばめの子 伊賀市立柘植小六年 北川 翔哉 

夏つばめ波うつように屋根こえる 伊賀市立柘植小六年 福森 綾 

電車待つホームの向こう夏の草 伊賀市立柘植小六年 山﨑 愛詩 

一両車かげろう引いてやってくる 伊賀市立柘植小六年 梅田 光瑠 

草かりをがんばる父にお茶とどけ 伊賀市立西柘植小六年 中島 功貴 

暑すぎてかげのとりあいはじまった 伊賀市立西柘植小六年 稲森 凜 

野菜室キュウリばかりでいっぱいだ 伊賀市立西柘植小六年 中村 翔 

夜のまどノックしているアブラゼミ 伊賀市立西柘植小六年 伊東 志 

田植え終えどろのあしあとならんでる 伊賀市立壬生野小六年 夛田 煌矢 

暑い中ヤッタヤッタでホームラン 伊賀市立島ヶ原小六年 西口 佳汰 

青い海魚といっしょに泳ぎたい 伊賀市立島ヶ原小六年 勝矢 遥斗 

せん風機優しい風が髪ゆらす 伊賀市立島ヶ原小六年 河本 優海 

夏野菜実ったころにさるが食べ 伊賀市立島ヶ原小六年 松森 光俐 

バトミントン羽根のむこうに夏の雲 伊賀市立阿山小六年 稲森 都希 

なつちょうを立たせてしまうくつの音 伊賀市立大山田小六年 砂川 英和 



フットサル帰る途中に見た花火 名張市立桔梗が丘小六年 三村 優月 

水面にうつる金魚の赤いかげ 奈良市立月ヶ瀬小六年 小西 柚月 

くもりの日出番なくしたサングラス 奈良市立月ヶ瀬小六年 新中 いろは 

あのにおい白い花びらどくだみか 奈良市立月ヶ瀬小六年 西原 明里 

雨蛙草のしげみを飛び回る 伊賀市立崇広中一年 多気田 里桜 

息切らす僕を追い越す青嵐 伊賀市立崇広中一年 小阪 宗樹 

雨つぶの水てきついた蜘蛛の糸 伊賀市立崇広中一年 西堀 優菜 

夜の海みなもに映る大花火 伊賀市立崇広中一年 野津 謙心 

炎天下日差しが肌に突きささる 伊賀市立崇広中一年 堀 奏人 

空の色夕立始まる合図かな 伊賀市立崇広中一年 上林 礼奈 

濡れた窓疲れたかえるの足の裏 伊賀市立崇広中一年 識名 こはる 

小児科の診察室の白いゆり 伊賀市立崇広中一年 栁 美々子 

自主練のフルート交わる蝉の声 伊賀市立崇広中一年 澤 利奈 

ガレージに去年までいたツバメの巣 伊賀市立崇広中一年 福田 晶翔 

風を読み線香花火火をつける 伊賀市立崇広中一年 伊藤 彩良 

空の下ビー玉光るラムネ瓶 伊賀市立崇広中一年 宮本 華奈 

雷鳴の秒数数え距離測る 伊賀市立崇広中一年 石井 愛佳 

夏部活グランド整備百メートル 伊賀市立緑ヶ丘中一年 山 梓紗 

虹を見て心のストレス消えていく 伊賀市立緑ヶ丘中一年 本城 咲歩 

バッタとぶ希望をせおい空高く 伊賀市立緑ヶ丘中一年 傳道 咲月 

鮮やかに弾け飛んでく水風船 伊賀市立緑ヶ丘中一年 今井 あいか 

気が付けばノートと昼寝午後三時 伊賀市立緑ヶ丘中一年 西山 紗菜 

夏の雲ぐんぐん迫る富士の山 伊賀市立緑ヶ丘中一年 後藤 大翔 

写真たて夏の思い出入れかえる 伊賀市立緑ヶ丘中一年 中森 アンナ 

帰省せず思いを込めて楽器ふく 伊賀市立緑ヶ丘中一年 小田 梨乃 

振り下ろす木刀捉える西瓜有り 伊賀市立緑ヶ丘中一年 城崎 敬大 



雪間からちらり顔を出す野草 伊賀市立緑ヶ丘中一年 谷口 瑠伸 

草取りの膝まで隠す青田かな 伊賀市立緑ヶ丘中一年 矢口 愛那 

熱中症警戒アラート増える日々 伊賀市立緑ヶ丘中一年 西園 心優 

マウンドで全力投球汗も飛ぶ 伊賀市立緑ヶ丘中一年 仲森 奏太 

森の中静かなこだま蝉の声 伊賀市立緑ヶ丘中一年 坂上 煌起 

ベランダで頭重ねて見る花火 伊賀市立緑ヶ丘中一年 中野 学人 

扇風機一台ふえてる祖父の家 伊賀市立緑ヶ丘中一年 廣岡 柚月 

汗の玉風の通らぬ卓球場 伊賀市立城東中一年 辻岡 明莉 

汗よりもぬれる手のひら除菌えき 伊賀市立城東中一年 峯山心愛 

熱帯夜何度もかけるタイマーを 伊賀市立城東中一年 中島 一星 

夕焼けのテニスコートに影ゆれて 伊賀市立城東中一年 山本 実季 

花火後家路を急ぐ影二つ 伊賀市立城東中一年 松浦 ひかり 

原爆忌部活の友と黙祷す 伊賀市立城東中一年 千歳 紅愛 

夕立の空を横目にペダルこぐ 伊賀市立城東中一年 宮本 成 

土砂降りでエサを届ける親つばめ 伊賀市立上野南中一年 阿波 菖 

スマートフォン夜空に向ける大花火 伊賀市立上野南中一年 笠原 颯太 

ランニング朝日に向い汗光る 伊賀市立上野南中一年 花森 友輔 

薔薇わたす五月の第二日曜日 伊賀市立柘植中一年 菊地 王芽 

風鈴がおどりだすとき夏を知る 伊賀市立柘植中一年 田村 百愛 

夏休みインターネットの海泳ぐ 伊賀市立柘植中一年 中川 純 

雨上がり蝉の鳴き声突然に 伊賀市立柘植中一年 北川 紗夕 

鮎を背に川で泳ぐよ子供達 伊賀市立大山田中一年 稲森 心人 

夕焼けと重なる姉の長い影 伊賀市立青山中一年 勝本 真帆 

最後の汗目にやきつけるユニフォーム 伊賀市立青山中一年 西木 夢乃 

風薫る片瀬海岸浜長し 東京立正中一年 佐々木 脩 

放課後に顔を上げると虹ひとつ 伊賀市立崇広中二年 百北 光輝 



梅雨の夕テニスコートに水たまり 伊賀市立崇広中二年 長田 彩芭 

１００メートル走る真夏のグラウンド 伊賀市立崇広中二年 中西 広輔 

翔ける子の若さの塊半ズボン 伊賀市立緑ヶ丘中二年 川戸 蓮太朗 

父の竿とらえた獲物初鰹 伊賀市立緑ヶ丘中二年 山口 嗣高 

夏休み予定書き込むカレンダー 伊賀市立緑ヶ丘中二年 奥深 綾菜 

朝顔の色でうらなう今日の運 伊賀市立緑ヶ丘中二年 中出 菜奈葉 

熱帯夜眠れぬ夜にラジオ聴く 伊賀市立緑ヶ丘中二年 川面 心人 

文月の瀬戸の橋から朝陽見る 伊賀市立緑ヶ丘中二年 吉福 凛子 

海開き耳へささやく波の音 伊賀市立緑ヶ丘中二年 上野 悠莉 

夕立につかれ忘れてペダルこぐ 伊賀市立緑ヶ丘中二年 小澤 咲月 

渓流に集まる蛍は星のよう 伊賀市立上野南中二年 福森 千夏 

暑い夏敗けと別れの最終戦 伊賀市立上野南中二年 辻 百加 

雲海が霊山一面うめつくす 伊賀市立柘植中二年 松田 瑠菜 

暑さから弟守る日傘差し 伊賀市立柘植中二年 小西 麻古 

空あおぎ入道雲に手をのばす 伊賀市立柘植中二年 村主 明遥 

風鈴とピアノの音が響く空 伊賀市立霊峰中二年 松村 暖華 

墓洗う祖父の活躍聞きながら 伊賀市立霊峰中二年 橋口 仁侑子 

広大な空で消えゆく流星群 伊賀市立島ヶ原中二年 荻田 涼雅 

運動会リレー気合いのポニーテール 伊賀市立阿山中二年 中尾 陽菜 

風薫る楽器片手に背にリュック 伊賀市立青山中二年 山本 侑良 

朝焼に吸い込まれてく後ろ影 伊賀市立青山中二年 生野 未梨亜 

雨上がり優しく灯る初蛍 伊賀市立青山中二年 瀧夲 朔也 

打ち水に陽の光さす昼下がり 伊賀市立青山中二年 新 ももか 

梅シロップ透く浅黄蘗のぞく空 伊賀市立青山中二年 岡崎 芙季 

汗ながし次なに乗ろうＵＳＪ MIHO美学院中等教育学校二年 山本 地湖 

新緑の木もれ日のもと登校す 古賀市立古賀東中二年 上村 彩心 



玉の汗剣道終わり開放感 古賀市立古賀東中二年 谷 琉太 

真っ白な藤の下にて昼ご飯 古賀市立古賀東中二年 池田 隆之介 

目覚め良し五分余裕の新学期 古賀市立古賀東中二年 山下 直朗 

風を切り風を率いて飛ぶ燕 古賀市立古賀東中二年 松尾 静良 

ウクライナ塗り潰された復活祭
イースター

 古賀市立古賀東中二年 藤井 涼太 

リズムとりしゃかしゃかゆれる青簾 古賀市立古賀東中二年 中岩 律稀 

ほりたてのたけのこづくし夜の卓 古賀市立古賀東中二年 松﨑 心優 

黒南風や集中できぬ五時間目 古賀市立古賀東中二年 落石 京二 

たくさんの蝉のぬけがら服につけ 古賀市立古賀東中二年 居石 花 

種蒔や力仕事を任されて 古賀市立古賀東中二年 濱田 心遥 

抜けた歯の穴からスイカの種が飛ぶ 古賀市立古賀東中二年 別府 しゃな 

もりあがるベンチの声や若葉風 古賀市立古賀東中二年 松尾 俐輝 

母の日やためた小遣いバラ一本 古賀市立古賀東中二年 山口 琉空 

花吹雪ボールの行方見失う 古賀市立古賀東中二年 吉田 優遥 

乗りこなすスケートボード風薫る 古賀市立古賀東中二年 林田 徠児 

バタバタと自転車ドミノ青嵐 古賀市立古賀東中二年 薄 千優 

新学期兄の背中をおいかけて 古賀市立古賀東中二年 安松 莉来 

足首を区切る直線日焼かな 古賀市立古賀東中二年 太田 幸来 

走り梅雨雨降りやんでまた降って 古賀市立古賀東中二年 斉藤 恵愛 

梅雨明けてテスト期間に突入す 古賀市立古賀東中二年 梅津 羚馨 

川蟬や青い水辺によく似合う 古賀市立古賀東中二年 山本 朔太朗 

初夏の風苦手なことに挑戦す 古賀市立古賀東中二年 西内 風雅 

花火散り一気に暗闇連れてくる 古賀市立古賀東中二年 春木 音色 

入場門を仲間と一緒に描く夏 古賀市立古賀東中二年 横大路 凛々子 

若葉風揺れる水面と揺れる影 古賀市立古賀東中二年 渡邉 聖織 

梅雨明けや漢字五十個猛勉強 古賀市立古賀東中二年 森 彩花 



白猫の青い目かがやく夏の朝 古賀市立古賀東中二年 阿蘇 明日香 

蜥蜴の子青葉のしげみかきわけて 古賀市立古賀東中二年 橋本 英寿 

茂みから神出鬼没のとかげかな 古賀市立古賀東中二年 鍵山 虎大朗 

白南風やテスト終わりの開放感 古賀市立古賀東中二年 矢野 苺花 

若葉光今朝は双子の目玉焼き 古賀市立古賀東中二年 篠崎 美香 

菴摩羅が斜陽のように染まりけり 伊賀市立崇広中三年 堀之内 羚華 

部屋で見たコップの中の入道雲 伊賀市立崇広中三年 森岡 華子 

暗闇の富岳風穴涼しかな 伊賀市立崇広中三年 上田 悠真 

しぶき浴び一層輝くカバのバス 伊賀市立崇広中三年 南出 航佑 

薄霞散りゆく花すら隠せずに 伊賀市立緑ケ丘中三年 中居 諒星 

隔離中へやの窓から花火の音 伊賀市立緑ケ丘中三年 片山 明杏 

庭先に実のあるかぎり来る小鳥 伊賀市立緑ケ丘中三年 山本 結愛 

雪景色見える足跡平行線 伊賀市立緑ケ丘中三年 髙嶋 俐ノ愛 

更衣えタンスのにおいまとってる 伊賀市立緑ケ丘中三年 奥井 ひより 

最後だな線香花火落ちた音 伊賀市立緑ケ丘中三年 中村 飛翔 

渾身のサーブ一撃汗が散る 伊賀市立緑ケ丘中三年 安西 晴乃助 

汗落ちる震動響く体育館 伊賀市立緑ケ丘中三年 石垣 柊刀 

母の日のためにと買ったイヤリング 伊賀市立緑ケ丘中三年 奥森 春太 

受験生と言われる夏の自習室 伊賀市立緑ケ丘中三年 廣澤 一晟 

ユニフォーム戻れぬ夏のにおいした 伊賀市立緑ケ丘中三年 山中 優芽 

水色のソーダの向こうに夏の海 伊賀市立緑ケ丘中三年 上田 侑果 

日がのぼる朝のにおいとホトトギス 伊賀市立城東中三年 福島 蓮生 

母の肩あわくひかるは蛍かな 伊賀市立城東中三年 和田 楓華 

部活後のシャワーがしみる日焼けかな 伊賀市立城東中三年 金石 羽琥 

花柄のカーテンふくらみ夏一番 伊賀市立上野南中三年 森下 大和 

夏風と共に流るる瀬戸の海 伊賀市立柘植中三年 菊地 泰河 



作文の紙ににじんだ夏の汗 伊賀市立柘植中三年 德永 有美 

部活終え氷をもらいに保健室 伊賀市立柘植中三年 丸柱 誠志郎 

ドライヤー首にはりつく髪と汗 伊賀市立霊峰中三年 髙井 麻衣 

店先に真っ赤なホオズキ客を待つ 伊賀市立霊峰中三年 桑原 優 

カメラごし七夕星をながめんと 伊賀市立阿山中三年 荒川 泰生 

太陽がすきまから見える麦わらぼう 伊賀市立阿山中三年 稲森 希穂 

蝶が舞う狭間を通りて天守閣 伊賀市立大山田中三年 奥 桃菜 

間奏のマウスピースの冷たさや 伊賀市立青山中三年 上田 周 

塾だけで終わっていった受験の夏 伊賀市立青山中三年 中川 真那 

バトミントンシャトルの先に虹の橋 伊賀市立青山中三年 前川 倖那 

花火の音 BGMに問を解く 伊賀市立青山中三年 酒井 彩花 

帰り道嗤う太陽汗にじむ 伊賀市立青山中三年 中村 遥己 

帰路走りしなる草木夏涼し 津市立西郊中三年 長井 大幸 

試合後の水面ひとひら照葉かな 津市立西郊中三年 川瀬 翔太 

人混みで腕を引かれる祭かな 津市立西郊中三年 武藤 詩杏 

ぬくもりと墨の香ただよう冬の部屋 津市立西郊中三年 渡邊 万結 

ソーダから入道雲が吹き出した 桑名市立光風中三年 松山 葉士 

かわせみのように飛び込む白球よ 桑名市立光風中三年 松下 莉奈 

水鉄砲いつもの遠慮消えてゆく 桑名市立光陵中三年 王 梨乃 

炎風と騒音響く室外機 桑名市立陵成中三年 北山 瑞喜 

梅雨空の晴れ間よろこぶ靴のどろ 桑名市立陵成中三年 青木 祐貴 

あみだくじ届け届くか雲の峰 桑名市立陵成中三年 野嵜 遥香 

初日の出和の香匂わせ緑茶かな 鈴鹿市立大木中三年 成本 柚季 

赤光をはなち輝やく曼殊沙華 鈴鹿市立大木中三年 橋本 源太 

登下校自転車の下銀杏散る 鈴鹿市立大木中三年 木村 美月 

蝸牛お前も俺も引き籠り 鈴鹿市立大木中三年 岩田 篤武 



金鮎やもりで一突き気絶させ 大紀町立大宮中三年 西村 勇我 

さんま獲る漁師のむねに家族あり 四日市市立橋北中三年 社本 留菜 

盆の海ヒトデが足にからみけり MIHO美学院中等教育学校三年 猿渡 由也 

大草原雪にポツンときたきつね MIHO美学院中等教育学校三年 志村 俊祐 

晴朗の空に向かって咲く向日葵 三重県立上野高校一年 久保 菜乃 

夏の空見上げて探す大三角 三重県立伊賀白鳳高校一年 藤森 綾乃 

漆黒に光を放つ夏の月 三重県立伊賀白鳳高校一年 西岡 太智 

縮れ髪きれいに結えた花火の日 三重県立伊賀白鳳高校一年 島森 茜 

夏至夜風程よく残る雨のにおい 三重県立伊賀白鳳高校一年 坂田 歩紅 

稲刈りの後ろに並ぶ鳥の群れ 三重県立伊賀白鳳高校一年 長屋 明花 

雨音に起こされる朝梅雨来たる 愛知県立安城高校一年 加藤 結衣 

夏風が音たてめくる台本を 愛知県立安城高校一年 小原 蓮奈 

夏来る大空の下赤いシャツ 愛知県立安城高校一年 須田 美紅 

駆け抜ける一両電車と私の夏 愛知県立安城高校一年 石原 麻央 

単語帳早く進めと青嵐 東海高校一年 松井 宏志郎 

海と空まっくらな中ひかるベガ MIHO美学院中等教育学校四年 藤井 桃果 

足任せ小春日和の上野城 三重県立上野高校二年 平原 隆之介 

夏木立メガネ拭きつつバスを待つ 三重県立紀南高校二年 三上 沙和 

名前からあだ名へ変わる若葉晴 三重県立紀南高校二年 東 まりな 

海の鏡夏の暁沈みゆく 三重県立水産高校二年 堂岡 惇笙 

風死すや太いスルメを一人嚙む 三重県立松阪高校二年 奥田 円 

押入れのカセットテープの茶摘唄 三重県立松阪高校二年 板谷 翔平 

陽だまりや母に最期のカーネーション 愛知県立安城高校二年 浅井 優羽 

鬼は外豆を踏みつけ叫ぶ父 愛知県立安城高校二年 浅野 杏 

雷走る明日香を偲ぶ古代米 高輪高校二年 佐々木 悠 

ひまわりを仰ぎ見背筋伸びた祖母 三重県立伊賀白鳳高校三年 山出 蒼依 



夏祭り秘密の抜け道駆け抜ける 神村学園高等部伊賀三年 森中 虎鉄 

朝練はまたうぐいすに起こされて 神村学園高等部伊賀三年 別當 友萌 

雨降りの跳ねる癖毛や卯月波 三重県立紀南高校三年 松田 拓久 

小鳥鳴き朝を届ける夏始め 三重県立紀南高校三年 中屋敷 一咲 

琴の音の響く我が家や夕若葉 三重県立紀南高校三年 川本 穂乃香 

試験日の汽車の遅延や若葉寒 三重県立紀南高校三年 竹鼻 友萌 

イルカとのスキンシップか茄子洗ふ 高田高校三年 小池 真凛 

泣きながら弁当ほおばる夏試合 愛知県立安城高校三年 松平 祐真 

東方の風感じる首里の失き跡に MIHO美学院中等教育学校五年 志村 柚衣 

 


