
第21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21号」に作品を掲載） 　 □童話部門「入選」受賞者（「くらしきどうわ第45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 第30回記念倉敷ツーデマーチ源平藤戸合戦編 守安　達 もりやす　とおる 倉敷市稲荷町 入選 若狭　庸子 わかさ　ようこ

現代詩 共通（一般） 大賞 鋤 亀岡　孝則 かめおか　たかのり 倉敷市西坂 入選 原田　典子 はらだ　のりこ

一般 大賞 春の電車 白神　小百合 しらが　さゆり 倉敷市玉島柏島 入選 笘野　海南子 とまの　かなこ

小中 大賞 お母さん帰ってきたらすぐに言う「宿題したの」待っていたのに 小幡　陽花 おばた　はるか 倉敷市玉島乙島 乙島小学校（６年生） 入選 氏平　サナエ うじひら　さなえ

一般 大賞 針と糸 鈴木　忠士 すずき　ただし 倉敷市玉島八島 入選 板倉　日向子 いたくら　ひなこ

小中 大賞 風鈴が音を鳴らしておどってる 柴田　礼奈 しばた　れな 倉敷市児島小川 児島小学校（６年生） 入選 麻野　樹 あさの　いつき

一般 大賞 盂蘭盆会 難波　扶実子 なんば　ふみこ 倉敷市西阿知町新田 入選 津森　楓 つもり　かえで

小中 大賞 ただいまと私の声が鳴り響く 難波　ほのか なんば　ほのか 倉敷市上東 庄中学校（3年生） 入選 平山　華音 ひらやま　かのん

入選 有門　知優 ありかど　ちひろ

入選 谷原　梢 たにはら　こずえ

■上位入賞者（表彰式で表彰「文芸くらしき第21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21号」に作品を掲載）

一般 佳作 フライトナース 本行　   彦 ほんぎょう　くにひこ 部門 部門 賞 氏　　名 ふりがな

小中 優秀賞 ウサギとオオカミ 三木　柚葉 みき　ゆずは 入選 中井　勝人 なかい　まさと

優秀賞 霧立ちのぼる 朝倉　彰子 あさくら　あきこ 入選 市村　勝己 いちむら　かつみ

佳作 「カーコ」と名付けたカラス 赤埴　千枝子 あかはに　ちえこ 小中 入選 吉武　怜美 よしたけ　れみ

優秀賞 「全力!! 吹奏楽部!!」 田邉　夏鈴 たなべ　かりん 入選 角田　みゆき つのだ　みゆき

佳作 野菜を「見る」 多田　裕 ただ　ゆたか 入選 朝倉　彰子 あさくら　あきこ

優秀賞 べこの角 木村　萌 きむら　もえ 入選 小野　天翔 おの　たかと

佳作 ハッピーハートにんじん？ 佐藤　哲夫 さとう　てつお 入選 門野　倫弥 かどの　ともや

優秀賞 秘密の時間 末長　真理 すえなが　まり 入選 佐伯　千壽子 さえき　ちずこ

佳作 似た者どうし 大江　欣輝 おおえ　よしき 入選 萩原　登 はぎはら　のぼる

優秀賞 水で濡れたお饅頭 萩原　節子 はぎはら　せつこ 入選 萩原　文彦 はぎはら　ふみひこ

佳作 蜜蜂の記憶 滝口　泰隆 たきぐち　やすたか 入選 難波　扶実子 なんば　ふみこ

優秀賞 おばあちゃんの赤飯 森長　千夏 もりなが　ちなつ 入選 岡　由記子 おか　ゆきこ

佳作 雪の朝 平田　萌佳 ひらた　もえか 入選 谷口　譲一朗 たにぐち　じょういちろう

優秀賞 秋風 原田　典子 はらだ　のりこ 入選 中村　雅文 なかむら　まさふみ

佳作 鞆の浦 古谷野　淑子 こやの　としこ 入選 郡　大和 こおり　やまと

優秀賞 みずあそびいしでつくったちいさいだむびしょぬれになってぱんつもきがえた 佐藤　孝祐 さとう　こうすけ 入選 小野　さくら おの　さくら

佳作 シュワシュワとはじけてとんで溢れ出す私の恋は炭酸飲料 中原　麻結 なかはら　まゆ 入選 淡野　礼香 たんの　れいか

優秀賞 ポルカ 山本　一穂 やまもと　いっすい 入選 花岡　鈴子 はなおか　すずこ

佳作 星月夜 鴨井　愛子 かもい　あいこ 入選 重政　直寛 しげまさ　なおひろ

優秀賞 ぼくのせよ夏の空ほど高くなれ 世良　直輝 せら　なおき 入選 江本　節子 えもと　せつこ

佳作 ふみ台に乗って手料理夏カレー 橋本　龍八 はしもと　りゅうや 入選 伊藤　昇 いとう　のぼる

優秀賞 花万朶 竹本　妙子 ちくもと　たえこ 入選 小郷　幸子 おごう　さちこ

佳作 牛 中桐　裕子 なかぎり　ゆうこ 入選 東　晴子 ひがし　はるこ

優秀賞 おじいちゃんしゃべる言葉に主語がない 平井　春名 ひらい　はるな 入選 藤井　ひなた ふじい　ひなた

佳作 リハビリの父の一歩が誇らしい 金子　礼 かねこ　れい 入選 鍋谷　歩実 なべや　あゆみ

入選 有本　駆真 ありもと　かるま

入選 平松　未早 ひらまつ　みさき

入選 髙杉　正 たかすぎ　ただし

入選 山崎　寿々女 やまざき　すずめ

　 入選 木口　光雄 きぐち　みつお

入選 横溝　弘公 よこみぞ　ひろこ

入選 鳥越　敬子 とりごえ　けいこ

入選 藤原　陽 ふじわら　あきら

入選 今村　潤 いまむら　じゅん

入選 林　勇希 はやし　ゆうき

入選 八木　史考 やぎ　しこう

入選 舟戸　悠月 ふなと　ゆつき
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