
第18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１８号」に作品を掲載） 　 □童話部門「入選」受賞者（「くらしきどうわ第４２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（一般） 大賞 首に椿が咲いた頃 京黒　朱里亜 きょうぐろ　じゅりあ 倉敷市児島下の町 入選 若狭　庸子 わかさ　ようこ

随筆 共通（一般） 大賞 親不孝 佐藤　圭一 さとう　けいいち 倉敷市茶屋町 入選 岡野　清子 おかの　きよこ

童話 共通（一般） 大賞 虫愛ずる君 大森　悠加 おおもり　はるか 倉敷市連島町連島 入選 西　由紀子 にし　ゆきこ

現代詩 共通（一般） 大賞 手渡す 亀岡　孝則 かめおか　たかのり 倉敷市西坂 入選 柳田　三侑希 やなぎだ　みゆき

一般 大賞 夏は終はりて 重藤　洋子 しげとう　ようこ 倉敷市玉島阿賀崎 入選 中嶋　恭子 なかしま　きょうこ

小中 大賞 夏の海はだしであるく砂の上ポップコーンにみんな変わるよ 岡本　拓也 おかもと　たくや 倉敷市宮前 万寿小５ 入選 越田　信子 こしだ　のぶこ

一般 大賞 寒造 三宅　輝夫 みやけ　てるお 倉敷市中央 入選 田口　百音 たぐち　もね

小中 大賞 汗ぬぐい拾って打って追加点 二階堂　友生奈 にかいどう　ゆきな 倉敷市玉島 玉島東中２ 入選 吉川　侑花 きっかわ　ゆうか

一般 大賞 流れる 髙杉　正 たかすぎ　ただし 倉敷市真備町辻田 入選 木村　優里 きむら　ゆり

小中 大賞 負け試合みんなを一つにする薬 石川　陸 いしかわ　りく　　　 倉敷市児島赤崎 赤崎小６

 

■上位入賞者（表彰式で表彰「文芸くらしき第１８号」に作品を掲載） 　 □その他部門「入選」受賞者（「文芸くらしき第１８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 竹夫人 尾藤　寿実 びとう　ひさみ 随筆 一般 入選 森貞　和子 もりさだ　かずこ

佳作 童夢残照 浅沼　郁男 あさぬま　いくお 入選 岩瀬　順治 いわせ　じゅんじ

佳作 少女の明日を探しに 林　実波 はやし　みなみ 入選 上岡　修作 うえおか　しゅうさく

佳作 こんぺいとう 池上　佳音 いけがみ　かのん 入選 西野　都空 にしの　とあ

優秀賞 双子の母 滝澤　和子 たきざわ　かずこ 入選 山川　未来 やまかわ　みく

佳作 自立劇団「表現座」の思い出 安福　利平　 あぶく　としへい 入選 白神　満壽美 しらが　ますみ

優秀賞 うめいちりん 原田　典子 はらだ　のりこ 入選 茅野　和子 かやの　かずこ

佳作 耕太のタケノコ記念日 野口　京子 のぐち　きょうこ 入選 山口　洋子 やまぐち　ようこ

優秀賞 貝がらのネックレス 池田　木の実 いけだ　このみ 入選 安西　典子 あんざい　のりこ

佳作 おそろし山 佐藤　亜弓 さとう　あゆみ 入選 山下　裕衣 やました　ひろえ

優秀賞 三色のクレパス 定岡　久美 さだおか　ひさみ 入選 羽田　実寛 はだ　みひろ

佳作 母の気持ち 萩原　節子 はぎはら　せつこ 入選 井上　羽遥 いのうえ　はすみ

優秀賞 わたし 森長　千夏 もりなが　ちなつ 入選 福田　友也 ふくだ　ともや

佳作 地球 山下　真由 やました　まゆ 入選 宇野　大地 うの　だいち

優秀賞 母の声 赤埴　千枝子 あかはに　ちえこ 入選 石井　沙尚 いしい　さな

佳作 舞踊 岡　由記子 おか　ゆきこ 入選 米元　ひとみ よねもと　ひとみ

優秀賞 弟がしゃべる言葉は暗号だ　ブッパはおんぶカックはだっこ 守谷　澄春 もりや　すばる 入選 山本一穂 やまもと  いっすい

佳作 かくれんぼまだ見つかってはいないけどまる見えなんだ大空からは 井岡　穂乃花 いおか　ほのか 入選 重政　満恵 しげまさ　みちえ

優秀賞 蓮 伊藤　曻 いとう　のぼる 入選 水野　繁勝 みずの　しげかつ

佳作 八月 妹尾　光洋 せのお　みつひろ 入選 川本　轟 かわもと　とどろき

優秀賞 面つけて汗のにおいで暑さ増す 門築　翔馬 かどちく　しょうま 入選 岡野　奏 おかの　かなで

佳作 花火果て散りゆく空に星探す 藤井　大海 ふじい　ひろみ 入選 中山　花音 なかやま　かのん

優秀賞 着地点 竹本　妙子 ちくもと　たえこ 入選 井上　菜那 いのうえ　なな

佳作 現実 松下　和夫 まつした　かずお 入選 片島　江実 かたしま　えみ

優秀賞 半分に切ったスイカのなか花火 平井　春名 ひらい　はるな 入選 川上　大輝 かわかみ　だいき

佳作 ぼくの背がひまわりと共にのびた夏 香西　裕太 こうざい　ゆうた 入選 白神　由美子 しらが　ゆみこ

入選 萩原　登 はぎはら　のぼる

入選 萩原　安子 はぎはら　やすこ

　 入選 友永　貴子 ともなが　たかこ

入選 三宅　能婦子 みやけ　のぶこ

入選 山下　真由 やました　まゆ

入選 福武　なな ふくたけ　なな

入選 森山　永和 もりやま　とわ

入選 櫻井　晴空 さくらい　はるく

入選 松浦　侑香子 まつうら　ゆかこ
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