
第１６回倉敷市民文学賞　入賞者一覧　（賞の序列は「大賞」→「優秀賞」→「佳作」→「入選」の順です）

■大賞受賞者（表彰式で表彰「文芸くらしき第１６号」に作品を掲載） 　 □童話部門「入選」受賞者（「くらしきどうわ第４０集」に作品を掲載）

部門 部門 賞 作　　品　　名 氏　　名 ふりがな 年齢 住所 備考 部門 部門 賞 氏　　名 ふりがな

小説 共通（　　） 大賞 該当なし 入選 角田　みゆき つのだ　みゆき

随筆 共通（一般） 大賞 有難う縄文杉 広本　英昭 ひろもと　ひであき 71 倉敷市西坂 入選 中嶋　恭子 なかしま　きょうこ

童話 共通（　　） 大賞 該当なし 入選 西　由紀子 にし　ゆきこ

現代詩 共通（　　） 大賞 該当なし 入選 武林　幸二 たけばやし　こうじ

一般 大賞 みどり児 萩原　節子 はぎはら　せつこ 55 倉敷市船穂町船穂 入選 西中　麗奈 にしなか　れな

小中 大賞 ぼくのやごめだかのあかちゃんたべちゃったほそいからだでとんでいったよ 中村　昌慶 なかむら　まさよし 8 倉敷市玉島黒崎 玉島南小　３ 入選 堤　佳織 つつみ　かおり

一般 大賞 ふるさとの四季 柚木　練也 ゆのき　れんや 82 倉敷市稲荷町 入選 脇元　彩花 わきもと　あやか

小中 大賞 小麦肌夏のプールのプレゼント 山下　真由 やました　まゆ 12 倉敷市上東 庄小　６ 入選 草野　彬子 くさの　よしこ

一般 大賞 充電 難波　扶実子 なんば　ふみこ 70 倉敷市西阿知町新田 入選 氏平　サナエ うじひら　さなえ

小中 大賞 夕やみで透明人間なれるかも 岩原　美津貴 いわはら　みずき 15 倉敷市玉島上成 玉島東中　３ 小中 入選 三好　希美 みよし　のぞみ

 

■上位入賞者（表彰式で表彰「文芸くらしき第１６号」に作品を掲載） 　 □その他部門「入選」受賞者（「文芸くらしき第１６号」に作品を掲載）

部門 部門 賞 作　　品　　名 氏　　名 ふりがな 部門 部門 賞 氏　　名 ふりがな

優秀賞 田舎と本家と祠の話 薗田　優奈 そのだ　ゆうな 一般 入選 朝倉　彰子 あさくら　あきこ

佳作 青い輪唱（カノン） 中嶋　恭子 なかしま　きょうこ 小中 入選 若狭　庸子 わかさ　ようこ

優秀賞 約束 加藤　千夏 かとう　ちなつ 一般 入選 萩原　節子 はぎはら　せつこ

佳作 ごはんつぶのせかい 大塚　恒太 おおつか　こうた 入選 岡野　友香 おかの　ゆうか

優秀賞 腰部脊柱管狭窄症が治った 森石　武士 もりいし　たけし 入選 林　真衣 はやし　まい

佳作 労研饅頭 小野　幸一 おの　こういち 入選 槙野　好江 まきの　よしえ

優秀賞 通学路 福田　まりあ ふくだ　まりあ 入選 香川　芙紗子 かがわ　ふさこ

佳作 夏について思うこと 三宅　彩華 みやけ　あやか 入選 重藤　洋子 しげとう　ようこ

優秀賞 夏休みの宿題 山上　知子 やまがみ　ともこ 入選 草野　彬子 くさの　よしこ

佳作 村人の作文 大森　悠加 おおもり　はるか 入選 大熊　一恵 おおぐま　かずえ

優秀賞 マイハウス 五十嵐　初葉 いがらし　ふたば 入選 山口　昂大 やまぐち　こうだい

佳作 後の世界 末長　祥一 すえなが　しょういち 入選 井上　星 いのうえ　きらり

優秀賞 注文を待つコーヒー 清水　勇貴 しみず　ゆうき 入選 大橋　睦生 おおはし　むつき

佳作 夏を詠う 朝倉　彰子 あさくら　あきこ 入選 妹尾　空 せのお　そら

優秀賞 人間寒冷化 菱川　まりな ひしかわ　まりな 入選 守屋　元揮 もりや　げんき

佳作 さくら 山田　萌音 やまだ　もね 入選 水野　繁勝 みずの　しげかつ

優秀賞 夫逝きて 池田　邦子 いけだ　くにこ 入選 大戸　稔 おおと　みのる

佳作 はな 茅野　和子 かやの　かずこ 入選 横溝　弘公 よこみぞ　ひろこ

優秀賞 用水路魚泳ぐたびねらってるコバルトブルーのハンターカワセミ 福田　まりあ ふくだ　まりあ 入選 萩原　登 はぎはら　のぼる

佳作 夏休みラジオ体そう前に出て今日も明日もみんなの手本 山本　みく やまもと　みく 入選 江本　節子 えもと　せつこ

優秀賞 潮満ちて 米元　ひとみ よねもと　ひとみ 入選 小野　真由美 おの　まゆみ

佳作 山開き 伊藤　曻 いとう　のぼる 入選 森下　央奈 もりした　ひろな

優秀賞 桜咲く４月のノートは真っ白だ 近藤　慎哉 こんどう　しんや 入選 宮原　早希 みやはら　さき

佳作 カブト虫けさもたべてたゼリーだけ 内田　真鈴 うちだ　まりん 入選 庵谷　拓輝 いほりや　ひろき

優秀賞 幸せの形 三宅　能婦子 みやけ　のぶこ 入選 米田　有里 よねだ　ゆり

佳作 老介護の日々 西中　百合子 にしなか　ゆりこ 入選 木口　光雄 きぐち　みつお

優秀賞 ひまわりの成長ホルモン俺にくれ 大原　魁 おおはら　かい 入選 萩原　節子 はぎはら　せつこ

佳作 たたみはねおばあちゃんちのいいにおい 小郷　彩花 おごう　あやか 入選 萩原　安子 はぎはら　やすこ

入選 中桐　裕子 なかぎり　ゆうこ

入選 森貞　和子 もりさだ　かずこ

　 入選 吉井　友里 よしい　ゆり

入選 高田　敦生 たかた　あつき

入選 貝原　美祐 かいはら　みゆ

入選 尾上　駿介 おがみ　しゅんすけ

入選 繁田　怜花 しげた　れいか
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	入賞者（外部）

