
第１３回倉敷市民文学賞
大賞・優秀賞・佳作（表彰式対象者一覧）

部門 部門 賞 作　　品　　名 氏　　名 ふりがな 年齢 住所 備考

一般 優秀賞 樹海の眼 坂本　遊 さかもと　ゆう 53 倉敷市真備町  

一般 佳作 蜩（ヒグラシ） 重利　陽子 しげとし　ようこ 52 倉敷市西阿知町  　（共通２名、一般の部３名、小中学生の部３名）

小中 優秀賞 あることないこと～夏目漱石奮闘記～ 逸見　早織 へんみ　さおり 14 岡山市南区 倉敷天城中学校２年

小中 佳作 グリムごっこ。 筆谷　ちなみ ふでたに　ちなみ 14 倉敷市林 郷内中学校2年 優秀賞　１４名

共通（一般） 大賞 鷹の台キャンパス六号館 藤井　ヒロ子 ふじい　ひろこ 80 倉敷市東塚  （一般の部７名、小中学生の部７名）

一般 優秀賞 老兵の晴れ舞台 船越　洋太郎 ふなこし　ようたろう 73 倉敷市沖新町  　

一般 佳作 二人で一人前 植田　実 うえだ　みのる 75 倉敷市大内  佳作　１４名

小中 優秀賞 最高のプレゼント 青木　彩絵子 あおき　さえこ 14 倉敷市西田 倉敷天城中学校２年　 　 （一般の部７名、小中学生の部７名）

小中 佳作 親離れ、子離れ、できません 藤澤　未雪 ふじさわ　みゆき 15 倉敷市茶屋町 清心中学校３年　

一般 優秀賞 グッドラック 柳田　三侑希 やなぎだ　みゆき 50 倉敷市北畝  以上３６名が表彰式出席対象者

一般 佳作 ヒヨドリ 赤埴　千枝子 あかはに　ちえこ 59 倉敷市福島  次頁に、入選者４５名

小中 優秀賞 夏美と藤戸 中桐　聡美 なかぎり　さとみ 14 倉敷市児島稗田町 倉敷天城中学校２年  （童話１１名、その他３４名）

小中 佳作 チョコレートは遠い国から 澤崎　由佳 さわさき　ゆか 14 倉敷市藤戸町 倉敷天城中学校２年

共通（一般） 大賞 ベルリンの壁と小鳥たち 清水　雅子 しみず　まさこ 66 倉敷市鳥羽   総計　８1名

一般 優秀賞 五歳の記憶 朝倉　彰子 あさくら　あきこ 68 倉敷市宮前   

一般 佳作 ガーベラ 定岡　久美 さだおか　ひさみ 62 倉敷市児島下の町   [文芸くらしき第１３号」には、童話入選１１名を除く７0名の

小中 優秀賞 自分の心 小橋　千織 こばし　ちおり 14 倉敷市西田 東陽中学校２年　 作品を掲載。

小中 佳作 地平線 立石　優希 たていし　ゆき 12 倉敷市連島町鶴新田 連島南小学校６年 　

一般 大賞 寂しき音 萩原　節子 はぎはら　せつこ 52 倉敷市船穂町  「くらしきどうわ第３７集」には、童話入賞者以上１５名の

一般 優秀賞 祖母の入院 萩原　文彦 はぎはら　ふみひこ 27 倉敷市船穂町   作品を掲載。

一般 佳作 父親たちの夏休み 川手　光雄 かわて　みつお 47 倉敷市玉島柏島  

小中 大賞 くるしくていきつぎしたら 石井　雪乃 いしい　ゆきの 8 倉敷市児島白尾 琴浦北小学校２年

小中 優秀賞 のっぺらぼう変身前の 山口　昂大 やまぐち　こうだい 8 倉敷市山地 庄小学校３年 ※年齢は、平成２２年２月１日（月）現在です。

小中 佳作 木の幹にうまくかくれた 川手　直人 かわて　なおと 11 倉敷市玉島柏島 玉島南小学校６年

一般 大賞 水車の里 大野呂　愛子 おおのろ　あいこ 73 倉敷市上東  

一般 優秀賞 秋 岡部　惇士 おかべ　じゅんじ 79 倉敷市南町 　

一般 佳作 倉敷 伊藤　　曻 いとう　のぼる 70 倉敷市水島川崎通り 　

小中 大賞 おとうさんいつもにこにこ 赤澤　美空 あかざわ　みくう 7 倉敷市玉島道口 富田小学校1年　

小中 優秀賞 淡雪は空が落とした 御倉　友梨恵 みくら　ゆりえ 15 岡山市北区西古松 清心中学校3年

小中 佳作 たんぽぽやあちらこちらで 横井　里香 よこい　りか 15 岡山市東区西大寺 清心中学校3年 　

一般 大賞 自画像 大坪　光恵 おおつぼ　みつえ 61 倉敷市中庄  　

一般 優秀賞 みかんの花 村下　治 むらした　おさむ 72 倉敷市玉島黒崎  

一般 佳作 徐行 牧野　ねえね まきの　ねえね 54 倉敷市片島町  

小中 大賞 母さんのねている横でねてしまう 兼田　久弓 かねだ　くゆみ 10 倉敷市水江 中洲小学校４年

小中 優秀賞 セミよりも早く起きろと父が言う 金子　光次郎 かねこ　こうじろう 11 倉敷市玉島 乙島小学校５年

小中 佳作 学校のノートが汗でにじんでく 芦田　真依 あしだ　まい 11 倉敷市玉島乙島 乙島小学校５年
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