
第19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１９号」に作品を掲載） 　 □童話部門「入選」受賞者（「くらしきどうわ第４３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

随筆 共通（一般） 大賞 自分らしく生ききる 吉田　信子 よしだ　のぶこ 倉敷市黒崎 入選 谷本　隆 たにもと　たかし

童話 共通（小中） 大賞 ピエロがくる夜に 笘野　海南子 とまの　かなこ 倉敷市茶屋町 天城中３ 入選 若狭　庸子 わかさ　ようこ

現代詩 共通（一般） 大賞 護られて 春生　ひとよ はるう　ひとよ 倉敷市児島柳田町 入選 なかがわ　ゆみこなかがわ　ゆみこ

一般 大賞 命輝く 萩原　登 はぎはら　のぼる 倉敷市船穂町船穂 入選 角田　みゆき つのだ　みゆき

小中 大賞 ひこうきのまどから見た海ふしぎだなビニールシートをしいてるみたい 糸山　由季那 いとやま　ゆきな 倉敷市老松町 老松小２ 入選 佐藤　哲夫 さとう　てつお

一般 大賞 好日 山本　一穂 やまもと　いっすい 倉敷市稲荷町 入選 五十嵐　初葉 いがらし　ふたば

小中 大賞 春の陽は悲しみさえもつつみこむ 濵田　実穂 はまだ　みほ 倉敷市笹沖 天城中３ 入選 谷本　桐江 たにもと　きりえ

一般 大賞 深呼吸 萩原　安子 はぎはら　やすこ 倉敷市船穂町船穂 入選 原田　典子 はらだ　のりこ

小中 大賞 消費税無ければ小遣い足りるのに 菊地　真凪 きくち　みなぎ 倉敷市玉島 玉島東中２ 入選 藤川　亜也 ふじかわ　あや

入選 竹井　喜実 たけい　きみ

■上位入賞者（表彰式で表彰「文芸くらしき第１９号」に作品を掲載） 　  

部門 部門 賞 作　　品　　名 氏　　名 ふりがな □その他部門「入選」受賞者（「文芸くらしき第１９号」に作品を掲載）

一般 佳作 つぶたつみたま 浅沼　郁男 あさぬま　いくお 部門 部門 賞 氏　　名 ふりがな

小中 優秀賞 ある夏の時間 中田　成美 なかだ　なるみ 一般 入選 鶴田　恵江 つるた　やすえ

優秀賞 私のお弁当奮闘記 滝澤　和子 たきざわ　かずこ 小中 入選 鶴田　周子 つるた　しゅうこ

佳作 母から娘に 佐々木　和子 ささき　かずこ 入選 岩瀬　順治 いわせ　じゅんじ

優秀賞 妖精の恋綴り 松岡　明也樺 まつおか　あやか 入選 中村　信子 なかむら　のぶこ

佳作 僕らの夏、奇跡を起こせ!! 田邉　歩夢 たなべ　あゆむ 入選 松田　栞苑 まつだ　かのん

優秀賞 はじめてのおるすばん 木村　萌 きむら　もえ 入選 永原　有紗 ながはら　ありさ

佳作 ソルトマジック 大熊　純子 おおぐま　じゅんこ 入選 萩原　安子 はぎはら　やすこ

優秀賞 瓦屋根の通り 佐藤　亜弓 さとう　あゆみ 入選 萩原　文彦 はぎはら　ふみひこ

佳作 テイラの涙 德永　早紀 とくなが　さき 入選 重政　直寛 しげまさ　なおひろ

優秀賞 命が育つ喜び 萩原　安子 はぎはら　やすこ 入選 安原　和人 やすはら　かずと

佳作 小径にて 氏平　サナエ うじひら　さなえ 入選 白神　小百合 しらが　さゆり

優秀賞 友達ってむずかしいな 冨澤　恋歌 とみざわ　れんか 入選 肥後　智子 ひご　ともこ

佳作 ぼく、おばあちゃんになってみたよ 藤沢　樹壱 ふじさわ　じゅいち 入選 高永　咲和 たかなが　さわ

優秀賞 花言葉 萩原　節子 はぎはら　せつこ 入選 金子　礼 かねこ　れい

佳作 鉄 岡　由記子 おか　ゆきこ 入選 神﨑　蒼衣 かんざき　あおい

優秀賞 なぜだろうイルカは日焼けしないのに泳ぐたびにぼくは真っ黒 中山　慈温 なかやま　じおん 入選 福武　なな ふくたけ　なな

佳作 夏祭りいつもの街がはしゃいでる空には花火屋台の香り 平松　莉奈 ひらまつ　りな 入選 萩原　登 はぎはら　のぼる

優秀賞 郷愁 横溝　弘公 よこみぞ　ひろこ 入選 萩原　節子 はぎはら　せつこ

佳作 魔法瓶 鈴木　忠士 すずき　ただし 入選 白神　小百合 しらが　さゆり

優秀賞 扇風機覚えた単語吹き飛ばす 原田　俊 はらだ　しゅん 入選 牧　明子 まき　あきこ

佳作 「また会おう」十年たった冬の町 田中　備 たなか　そなう 入選 妹尾　光洋 せのお　みつひろ

優秀賞 わたしの彩
いろ

三宅　能婦子 みやけ　のぶこ 入選 五十嵐　麻花 いがらし　あさか

佳作 燎原の火 竹本　妙子 ちくもと　たえこ 入選 尾釜　直樹 おがま　なおき

優秀賞 鼻かんだティッシュはまるでピラミッド 山下　真由 やました　まゆ 入選 真田　美和 さなだ　はるか

佳作 「あつくない？」くろいよろいのかぶとむし 櫻井　晴空 さくらい　はるく 入選 清水　理瑚 しみず　りこ

入選 粟木原　正和 あわきはら　まさかず

入選 古城　英男 こじょう　ひでお

　 入選 萩原　節子 はぎはら　せつこ

入選 横溝　弘公 よこみぞ　ひろこ

入選 萩原　登 はぎはら　のぼる

入選 寺川　トキコ てらかわ　ときこ

入選 山下　春斗 やました　はると

入選 脊山　京太郎 せやま　きょうたろう

入選 平井　春名 ひらい　はるな

入選 井上　翔斗 いのうえ　しょうと

入選 難波　良輔 なんば　りょうすけ
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