
第１７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１７号」に作品を掲載） 　 □童話部門「入選」受賞者（「くらしきどうわ第４１集」に作品を掲載）

部門 部門 賞 作　　品　　名 氏　　名 ふりがな 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 現代アートへのいざない 中川　昇 なかがわ　のぼる 倉敷市鶴形 入選 原田　直美 はらだ　なおみ

童話 共通（　　） 大賞 該当なし 入選 佐藤　哲夫 さとう　てつお

現代詩 共通（一般） 大賞 桜 朝倉　彰子 あさくら　あきこ 倉敷市宮前 入選 岡　由記子 おか　ゆきこ

一般 大賞 ひき寄せて 香川　芙紗子 かがわ　ふさこ 倉敷市西阿知町 入選 武田　知代 たけた　ちよ

小中 大賞 いっせいに緑のかさが揺れている風吹き渡るれんこん畑に 川手　春奈 かわて　はるな 倉敷市玉島柏島 玉島西中　１年 入選 田口　百音 たぐち　もね

一般 大賞 麦の秋 塚本　早苗 つかもと　さなえ 倉敷市児島通生 入選 吉川　侑花 きっかわ　ゆうか

小中 大賞 夏の夜星たち自由に踊りだす 福瀧　加奈 ふくたき　かな 倉敷市神田１丁目 連島中　３年 入選 笘野　海南子 とまの　かなこ

一般 大賞 遠浅の海 木口　光雄 きぐち　みつお 倉敷市玉島乙島 入選 髙橋　達也 たかはし　たつや

小中 大賞 トマトはね夏に実った子どもかな 佐藤　銀次 さとう　ぎんじ 倉敷市玉島１丁目 玉島小　３年 入選 河田　ちひろ かわた　ちひろ

 

■上位入賞者（表彰式で表彰「文芸くらしき第１７号」に作品を掲載） 　 □その他部門「入選」受賞者（「文芸くらしき第１７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

一般 佳作 黙示の窯 中嶋　恭子 なかしま　きょうこ 一般 入選 守安　達 もりやす　とおる

小中 佳作 シャッターを切るとき 内藤　絵梨奈 ないとう　えりな 小中 入選 吉田　圭佑 よしだ　けいすけ

優秀賞 ギフト 久本　恵子 ひさもと　けいこ 入選 佐藤　俊英 さとう　としひで

佳作 苦節五十年、金婚を迎えて 植田　実 うえだ　みのる 入選 定岡　久美　 さだおか　ひさみ

優秀賞 もうひとふんばり 池上　佳音 いけがみ　かのん 入選 森長　千夏 もりなが　ちなつ

佳作 ありのままで 岡本　奈々 おかもと　なな 入選 山田　怜奈 やまだ　れいな

優秀賞 青い自転車で 江口　登志子 えぐち　としこ 入選 山口　洋子 やまぐち　ようこ

佳作 オリザと満月の夜 片山　ふく子 かたやま　ふくこ 入選 萩原　登 はぎはら　のぼる

優秀賞 母のなんきん 末長　祥一 すえなが　しょういち 入選 重政　直寛 しげまさ　なおひろ

佳作 幸せを呼ぶ四つ葉のクローバー 木村　優里 きむら　ゆり 入選 白神　小百合 しらが　さゆり

優秀賞 お遍路が行く 亀岡　孝則 かめおか　たかのり 入選 岡　由記子 おか　ゆきこ

佳作 水面に映る月 萩原　節子 はぎはら　せつこ 入選 石井　雪乃 いしい　ゆきの

優秀賞 土と葉と川と 福田　まりあ ふくだ　まりあ 入選 宇野　大地 うの　だいち

佳作 私の中のバレーボール 川手　春奈 かわて　はるな 入選 川上　大輝 かわかみ　だいき

優秀賞 高楼に憩ふ 角田　康子 すみだ　やすこ 入選 田中　千聖 たなか　ちさと

佳作 王者のごとく 萩原　文彦 はぎはら　ふみひこ 入選 守谷　澄春 もりや　すばる

優秀賞 あの子きょろ私はにこっと君はきょとん修学旅行の集合写真 佐伯　由夏 さえき　ゆか 入選 難波　扶実子 なんば　ふみこ

佳作 朝起きてセミの抜けがら見つけたよかなり正かく虫カレンダー 野村　未菜 のむら　みな 入選 萩原　文彦 はぎはら　ふみひこ

優秀賞 吊船草 濱坂　美智子 はまさか　みちこ 入選 横溝　弘公 よこみぞ　ひろこ

佳作 風の盆 水野　繁勝 みずの　しげかつ 入選 竹本　妙子 ちくもと　たえこ

優秀賞 ひまわりがきれいな空をながめてる 古谷野　桃加 こやの　ももか 入選 秋岡　朝子 あきおか　ともこ

佳作 あついのねまっかなかおしたトマトさん 佐藤　夏愛 さとう　なつあ 入選 木村　颯太 きむら　そうた

優秀賞 マイウェイ 牧野　ねえね まきの　ねえね 入選 亀井　咲良 かめい　さくら

佳作 葱坊主 白神　晋市 しらが　しんいち 入選 福永　純太 ふくなが　じゅんた

優秀賞 なみだがねきえればにじが見えるんだ 平井　春名 ひらい　はるな 入選 中野　桐葉 なかの　きりよ

佳作 グローブに穴があいてもたからもの 石川　陸 いしかわ　りく 入選 藤原　安純 ふじわら　あずみ

入選 三宅　能婦子 みやけ　のぶこ

入選 萩原　登 はぎはら　のぼる

　 入選 安西　典子 あんざい　のりこ

入選 中桐　裕子 なかぎり　ゆうこ

入選 内藤　靖 ないとう　やすし

入選 金谷　颯 かなや　はやと

入選 鈴木　志織 すずき　しおり

入選 平松　咲希 ひらまつ　さき

入選 桂　秀輔 かつら　しゅうすけ

入選 青山　笑里 あおやま　えみり
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