
第１５回倉敷市民文学賞　入賞者一覧

■上位入賞者（表彰式で表彰「文芸くらしき第１5号」に作品を掲載） 　

部門 部門 賞 作　　品　　名 氏　　名 住所 備考

小説 共通（一般） 大賞 ピンチ 尾藤　寿実 倉敷市真備町川辺
小説 一般 優秀賞 マリア・ゴースト 高矢　航志 倉敷市田ノ上 倉敷天城高等学校1年

小説 小中 優秀賞 桜の咲く山で 駒城　優里 倉敷市新田 新田中学校２年　　
小説 小中 佳作 ことだま 小野　夏穂 倉敷市堀南 倉敷天城中学校２年　
随筆 共通（一般） 大賞 日本人と虫 大坪　光恵 倉敷市中庄  
随筆 一般 優秀賞 歌の記憶 朝倉　彰子 倉敷市有城  
随筆 一般 佳作 春の跫音 行木　義夫 倉敷市笹沖  
随筆 小中 優秀賞 歩け、じいちゃん 古藤　沢輝 倉敷市玉島乙島 玉島東中学校３年
随筆 小中 佳作 僕の１％ 目黒　伊織 倉敷市新田 新田中学校3年　　
童話 共通（一般） 大賞 アロカス 高矢　航志 倉敷市田ノ上 倉敷天城高等学校1年
童話 一般 優秀賞 好きになったから なかがわ　ゆみこ 倉敷市新田  
童話 一般 佳作 「よしこ」と呼んでいいからね 赤埴　千枝子 倉敷市福島  
童話 小中 優秀賞 幸せ郵便局 宇野　美咲 倉敷市玉島 玉島東中学校2年　
童話 小中 佳作 アルバム 脇元　彩花 倉敷市中島 倉敷天城中学校3年

現代詩 共通（一般） 大賞 光のひと 亀岡　孝則 倉敷市西坂  
現代詩 一般 優秀賞 同じ船にのって 片山　ふく子 倉敷市下津井  
現代詩 一般 佳作 八月一五日 朝倉　彰子 倉敷市有城  
現代詩 小中 優秀賞 時計 山口　昂大 倉敷市山地 庄小学校５年　　

現代詩 小中 佳作 ホームステイ 大森　祐実 倉敷市児島赤崎 赤崎小学校５年　
短歌 一般 大賞 「稲田」３首 古谷野　淑子 倉敷市福田町古新田  
短歌 一般 優秀賞 「工場の夏」３首 萩原　文彦 倉敷市船穂町船穂  
短歌 一般 佳作 「うそ」３首 中川　裕美子 倉敷市新田  
短歌 小中 大賞 くるくると目玉がうごく 川手　春奈 倉敷市玉島柏島 玉島南小学校5年　　
短歌 小中 優秀賞 雨止んでにゅうどう雲に 原　　卯葵 倉敷市児島白尾 琴浦北小学校3年　　
短歌 小中 佳作 水泳の合宿に行く妹に 川手　直人 倉敷市玉島柏島 玉島西中学校2年　　
俳句 一般 大賞 「蘆芽ぐむ」５句 竹本　妙子 倉敷市真備町  
俳句 一般 優秀賞 「島の昼」５句 三木　瑞恵 倉敷市中島  
俳句 一般 佳作 「髙梁川」５句 牧　　明子 倉敷市船穂町船穂  
俳句 小中 大賞 日焼けして私の背中脱皮中 磯部　玲夏 倉敷市玉島 玉島東中学校２年　
俳句 小中 優秀賞 すいかわり種（たね）が 坂本　　晶 倉敷市西中新田 大高小学校３年　
俳句 小中 佳作 空（くう）を舞う空はトンボの 吉武　真衣 倉敷市玉島柏島 玉島西中学校２年　
川柳 一般 大賞 「サヨナラする時間」５句 牧野　ねえね 倉敷市片島町  
川柳 一般 優秀賞 「秋」5句 渡辺　春江 倉敷市茶屋町  
川柳 一般 佳作 「傘（かさ）」5句 三宅　能婦子 倉敷市松島  
川柳 小中 大賞 ランニング自分の弱さが 犬飼　慎悟 倉敷市山地 庄中学校1年　　　
川柳 小中 優秀賞 音楽は心をいやす 渡邉　菜穂 倉敷市玉島阿賀崎 玉島西中学校2年　
川柳 小中 佳作 ほめことばきこえぬふりして 三宅　智己 倉敷市玉島阿賀崎 玉島西中学校1年　

 　  
□童話部門「入選」受賞者（「くらしきどうわ第３９集」に作品を掲載）

部門 部門 賞 作　　品　　名 氏　　名 住所 備考

童話 一般 入選 母子草 武林　幸二 倉敷市児島味野  
童話 一般 入選 お日さまのにおい 西　由紀子 倉敷市田ノ上  
童話 一般 入選 むぎわらぼうし 木村　萌 倉敷市加須山  
童話 一般 入選 さざ波 氏平　サナエ 倉敷市茶屋町早沖  
童話 一般 入選 星に願いを 佐藤　哲夫 倉敷市児島下の町  
童話 一般 入選 ラッキー種 長尾　美佐緒 倉敷市中島  
童話 小中 入選 コバンザメゆらゆら旅行記 小谷　健真 倉敷市粒江 新田中学校1年　　　
童話 小中 入選 四木（しき） 堤　佳織 倉敷市児島柳田町 倉敷天城中学校3年　
童話 小中 入選 亜美ちゃんとすごした５年間 小川　侑 岡山県都窪郡早島町 倉敷天城中学校１年　　
童話 小中 入選 一輪のヒマワリ 末長　祥一 倉敷市倉敷ハイツ 倉敷天城中学校1年

　
□その他部門「入選」受賞者（「文芸くらしき第１５号」に作品を掲載） 　

部門 部門 賞 作　　品　　名 氏　　名 住所 備考

随筆 一般 入選 蚊ほどの存在意義 久本　恵子 倉敷市連島町鶴新田  
随筆 小中 入選 つり 河田　瀬里香 倉敷市福田町古新田 第二福田小学校４年

現代詩 小中 入選 バスケの練習 赤澤　朋華 倉敷市玉島長尾 玉島北中学校２年　
短歌 一般 入選 吊るされし筆三十本が 大熊　一恵 倉敷市連島町連島  
短歌 一般 入選 戦死せし父に替わりて 山口　洋子 倉敷市山地  
短歌 一般 入選 会うたびに痩せゆく母の 槇野　好江 倉敷市黒崎  
短歌 一般 入選 少し右へも少し右へと 積　けい子 倉敷市水島南幸町  
短歌 一般 入選 兄偲び「同期の桜」の歌詞 萩原　登 倉敷市船穂町船穂  
短歌 小中 入選 ぼくんちのざりがにたちは 三宅　大陽 倉敷市玉島勇崎 玉島南小学校１年　
短歌 小中 入選 こんにちは新しいはが 平松　心 倉敷市玉島柏島 玉島南小学校3年　
短歌 小中 入選 母さんのエプロンつけて 山口　昂大 倉敷市山地 庄小学校5年　　
短歌 小中 入選 カレーパン食べたいけれど 玄場　えみり 倉敷市玉島勇崎 玉島南小学校5年　
短歌 小中 入選 伊吹山汗をふきふき登りきて 難波　恵伍 倉敷市玉島八島 玉島北中学校2年　
俳句 一般 入選 石蕗の黄に呼び止められて 三宅　輝夫 倉敷市中央  
俳句 一般 入選 戻り囃子序破急をもて 濱坂　みち子 倉敷市美和  
俳句 一般 入選 古里は次第に遠し鰯雲 横溝　弘公 倉敷市連島中央  
俳句 一般 入選 秋夕焼山がみるみる 岡本　　敏 倉敷市玉島勇崎  
俳句 一般 入選 みちのくへみんな向いてる 大坪　光恵 倉敷市中庄  
俳句 小中 入選 夏の空ガラスのように 宮原　早希 倉敷市東富井 大高小学校４年　
俳句 小中 入選 セミたちのオーケストラは 福山　雄大 倉敷市児島赤崎 赤崎小学校６年　
俳句 小中 入選 たんぽぽが綿毛になって 三宅　奈津穂 倉敷市玉島柏島 玉島西中学校１年　
俳句 小中 入選 ひまわりがお日さまめざし 廣石　和也 倉敷市上富井 大高小学校３年　
俳句 小中 入選 干からびる朝から部活 櫻井　泰充 倉敷市神田 連島中学校１年　
川柳 一般 入選 五線紙もプラス思考の 萩原　登 倉敷市船穂町船穂  
川柳 一般 入選 十指もて何も掴めず 白神　晋市 倉敷市玉島柏島  
川柳 一般 入選 浮遊してふと既視感の 木口　光雄 倉敷市玉島乙島  
川柳 一般 入選 風になりたくてスカーフ 古谷　文子 倉敷市呼松  
川柳 一般 入選 公園のブランコ落ち葉の 西中　百合子 倉敷市児島田の口  
川柳 小中 入選 サッカー部見るたびいつも 諏訪　悠登 倉敷市水江 西中学校1年　
川柳 小中 入選 けんかってやっぱり絆 中塚　千尋 倉敷市玉島柏島 玉島西中学校1年　
川柳 小中 入選 送り火のけむり立ちこめ 前田　康平 倉敷市白楽町 西中学校1年　
川柳 小中 入選 ＥＴＣくぐれば未来へ 五十嵐　初葉 倉敷市笹沖 葦高小学校6年　
川柳 小中 入選 この暑さひときわ大きく 藤本　大稀 倉敷市中庄 中庄小学校4年　

※年齢は平成23年2月1日（月）現在のものです。
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