
第20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20号」に作品を掲載） 　 □童話部門「入選」受賞者（「くらしきどうわ第44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 父のわらべ歌 貞安　節子 さだやす　せつこ 倉敷市水江 入選 大熊　純子 おおぐま　じゅんこ

童話 共通（一般） 大賞 朗
あきら

と流れ星 岡野　清子 おかの　きよこ 倉敷市児島小川 入選 角田　みゆき つのだ　みゆき

現代詩 共通（一般） 大賞 姑
はは

の来し方 氏平　サナエ うじひら　さなえ 倉敷市茶屋町早沖 入選 則清　泰造 のりきよ　たいぞう

一般 大賞 結婚式 池田 　　子 いけだ　くにこ 倉敷市西阿知町新田 入選 原田　直美 はらだ　なおみ

小中 大賞 ホウセンカひらひらゆれるその花はまっ白まるで白雪ひめだ 浅利　日向子 あさり　ひなこ 倉敷市老松町 老松小学校（3年生） 入選 小川　忍 おがわ　しのぶ

一般 大賞 祈り 角脇　隆子 かどわき　たかこ　 倉敷市藤戸町天城 入選 岡　由記子 おか　ゆきこ

小中 大賞 身長が母と並んだ夏休み 松村　和哉 まつむら　かずや 倉敷市玉島 玉島東中学校（3年生） 入選 末長　真理 すえなが　まり

一般 大賞 廻り道 浅野　美代子 あさの　みよこ 倉敷市玉島中央町 入選 多田　裕 ただ　ゆたか

小中 大賞 夏休み休みだけれど休みじゃない 田浦　駆 たうら　かける 倉敷市二日市 多津美中学校（3年生）

■上位入賞者（表彰式で表彰「文芸くらしき第20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20号」に作品を掲載）

小説 一般 佳作 うさぎが丘
おか

木村　萌 きむら　もえ 部門 部門 賞 氏　　名 ふりがな

優秀賞 私の相棒 滝澤　和子 たきざわ　かずこ　 一般 入選 朝倉　彰子 あさくら　あきこ

佳作 残された仕事年齢 廣井　千鶴子 ひろい　ちづこ 小中 入選 川畑　孝太郎 かわばた　こうたろう

優秀賞 じわじわ、シュワシュワ。 竹原　涼夏 たけはら　すずな 入選 亀岡　孝則 かめおか　たかのり

佳作 「一生の相棒となる」 藤原　伊織 ふじわら　いおり 入選 朝倉　彰子 あさくら　あきこ

優秀賞 あこがれ 若狭　庸子 わかさ　ようこ 入選 池上 佳音 いけがみ　かのん

佳作 怒
おこ

り虫
むし

池尻　あゆみ いけじり　あゆみ 入選 熊原　麻優 くまはら　まゆ

優秀賞 父との食卓 笘野　日向子 とまの　ひなこ 入選 萩原　節子 はぎはら　せつこ

佳作 夏のおもいで 池上　佳音 いけがみ　かのん 入選 尾崎　綾子 おざき　あやこ

優秀賞 母の味 萩原　節子 はぎはら　せつこ 入選 白神　小百合 しらが　さゆり

佳作 意地っ張りの愛 山本　一穂 やまもと　いっすい 入選 原田　典子 はらだ　のりこ

優秀賞 はじめてのPK 井上　遥登 いのうえ　はると 入選 大塚　定枝 おおつか　さだえ

佳作 反抗期 門野　倫弥 かどの　ともや 入選 中山　慈温 なかやま　じおん

優秀賞 生き残れた 萩原　安子 はぎはら　やすこ 入選 竹田　樹 たけだ　いつき

佳作 倉敷川 茅野　和子 かやの　かずこ 入選 洲﨑　優也 すざき　ゆうや

優秀賞 ひまわりのめいろの中にまよいこみちらりとのぞくおひさまのかお 福武　果穂 ふくたけ　かほ 入選 三宅　望愛 みやけ　のあ

佳作 薬局で仕事をしてるお母さん家とは別のやさしさがある 鈴木　莉紗 すずき　りさ 入選 妹尾　光洋 せのお　みつひろ

優秀賞 迎鐘 三宅　輝夫 みやけ　てるお 入選 安永　雄 やすなが　ゆう

佳作 夏の月 森貞　和子 もりさだ　かずこ 入選 萩原　安子 はぎはら　やすこ

優秀賞 じいちゃんのあまいトマトがだいすきだ 伊藤　晄希 いとう　こうき 入選 中田　鈴江 なかだ　すずえ

佳作 なつやすみわたしの先生おかあさん 井上　こよみ いのうえ　こよみ 入選 山﨑　淑加 やまさき　よしか

優秀賞 そしてシニアに 三宅　能婦子 みやけ　のぶこ 入選 守屋　智聡 もりや　ちさと

佳作 本音
ほんね

南　志磨 みなみ　しま 入選 藤井　ひなた ふじい　ひなた

優秀賞 終わる夏母のイライラマックスに 高橋　佑芽 たかはし　ゆめ 入選 門築　翔馬 かどちく　しょうま

佳作 集まった母の兄弟同じ顔 渡辺　真衣 わたなべ　まい 入選 難波　真帆 なんば　まほ

入選 菊地　真凪 きくち　みなぎ

入選 池田　猪太郎 いけだ　いたろう

入選 竹之内　良子 たけのうち　よしこ

　 入選 小林　國泰 こばやし　くにやす　

入選 横溝　弘公 よこみぞ　ひろこ

入選 竹本　妙子 ちくもと　たえこ

入選 中塚　美鈴 なかつか　みすず

入選 古林　加歩 こばやし　かほ

入選 水松　宏樹 みずまつ　こうき

入選 水江　隼人 みずえ　はやと

入選 星島　好実 ほしじま　このみ
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