
第２２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22号」に作品を掲載） 　 □童話部門「入選」受賞者（「くらしきどうわ第46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（小中） 大賞 太鼓girl 藤井　彩音 ふじい　あやね 倉敷市笹沖 新田中学校３年 入選 大熊　純子 おおぐま　じゅんこ

随筆 共通（一般） 大賞 祖父と見上げた夏の空 吉川　侑花 きっかわ　ゆうか 都窪郡早島町早島 入選 中桐　裕子 なかぎり　ゆうこ

童話 共通（一般） 大賞 おじいちゃん　らいすき 野口　京子 のぐち　きょうこ 倉敷市西阿知町 入選 鶴田　恵江 つるた　やすえ

現代詩 共通（一般） 大賞 真犯人 滝口　泰隆 たきぐち　やすたか 倉敷市中島 入選 若狭　庸子 わかさ　ようこ

一般 大賞 人生共に 綱島　麗子 つなしま　れいこ 倉敷市日畑 入選 武林　幸二 たけばやし　こうじ

小中 大賞 日常が瞬時に消えた七夕に願うはひとつ真備の復旧 樅野　冴果 もみの　さえか 倉敷市上富井 南中学校２年 入選 脊山　尚太郎 せやま　しょうたろう

一般 大賞 春一番 妹尾　光洋 せのお　こうよう 倉敷市玉島黒崎 入選 山川　あい やまかわ　あい

小中 大賞 サイダーを飲み干した後の罪悪感 藤井　ひなた ふじい　ひなた 倉敷市連島町連島 連島中学校３年 入選 森本　莉菜 もりもと　りな

一般 大賞 生きる 三宅　能婦子 みやけ　のぶこ 倉敷市松島 入選 井上　柚葉 いのうえ　ゆずは

小中 大賞 かぜのときせなかにあてるじいじの手 脊山　京太郎 せやま　きょうたろう 倉敷市児島元浜町 赤崎小学校５年 入選 木村　唯乃 きむら　ゆいの

入選 川北　柚香 かわきた　ゆずか

■上位入賞者（表彰式で表彰「文芸くらしき第22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 神
かみ

迎
むか

祭
えさい

岡　由記子 おか　ゆきこ 随筆 小中 入選 大江　欣輝 おおえ　よしき

佳作 転勤と玉島のお祭り 亀尾　祥一 かめお　しょういち 入選 江口　登志子 えぐち　としこ

優秀賞 私の夏 髙橋　彩花 たかはし　いろは 入選 朝倉　彰子 あさくら　あきこ

佳作 二度目の東京旅行 大山　達仁 おおやま　たつひと 入選 古田　和暉 ふるた　かずき

優秀賞 鶴と亀 佐藤　哲夫 さとう　てつお 入選 大橋　菜々羽 おおはし　ななは

佳作 ぼくの大作戦 原田　典子 はらだ　のりこ 入選 萩原　節子 はぎはら　せつこ

優秀賞 本屋さん 石井　清花 いしい　さやか 入選 木村　正昭 きむら　まさあき

佳作 愛してる。 谷原　 梢 たにはら　こずえ 入選 小山　潤子 こやま　じゅんこ

優秀賞 左利きの母 萩原　節子 はぎはら　せつこ 入選 岡　由記子 おか　ゆきこ

佳作 ナイフ Ｋａｐｏ かぽ 入選 角田　みゆき つのだ　みゆき

優秀賞 はずかしがり屋のお月さん 木下　穂香 きのした　ほのか 入選 荻野　舞 おぎの　まい

佳作 さちこばあば 小野　天翔 おの　たかと 入選 田中　翔也 たなか　しょうや

優秀賞 豪雨 佐伯　千壽子 さえき　ちずこ 入選 田中　　蒼 たなか　あおい

佳作 青い文字 滝口　泰隆 たきぐち　やすたか 入選 渡辺　結心 わたなべ　ゆいな

優秀賞 友達とクワガタとりに行ってたら知らずにふんだあっ白いへび 大井　帝輝 おおい　たいか 入選 舩倉　希佳 ふなくら　ののか

佳作 自転車をこいで公園木々と花図かんの「ちょう」がひらり飛び出す 橋本　龍八 はしもと　りゅうや 入選 宮原　寿生 みやはら　ひさを

優秀賞 夏模様 山本　一穂 やまもと　いっすい 入選 行藤　貴子 ゆきとう　たかこ

佳作 二人三脚 瀧本　明子 たきもと　あきこ 入選 江本　節子 えもと　せつこ

優秀賞 口の中スイカの果汁が波のよう 佐藤　優衣 さとう　ゆい 入選 清水　久美子 しみず　くみこ

佳作 少しだけみんな照れてるころもがえ 武部　柑奈 たけべ　かんな 入選 秋岡　朝子 あきおか　ともこ

優秀賞 マイペース 横溝　弘公 よこみぞ　ひろこ 入選 田中　優実 たなか　ゆうみ

佳作 迷路 髙杉　 正 たかすぎ　ただし 入選 萩原　暖大 はぎはら　はるき

優秀賞 ぼくのはだ十円玉と同じ色 櫻井　晴空 さくらい　はるく 入選 渡辺　元気 わたなべ　げんき

佳作 想い出の家や街並雨が呑む 田中　優実 たなか　ゆうみ 入選 吉田　良太 よしだ　りょうた

入選 藤井　優衣 ふじい　ゆい

入選 中桐　裕子 なかぎり　ゆうこ

入選 三宅　淑惠 みやけ　よしえ

入選 鈴木　陽子 すずき　ようこ

　 入選 南　志磨 みなみ　しま

入選 竹本　妙子 ちくもと　たえこ

入選 渡辺　蒼士 わたなべ　そうし

入選 田渕　朱輝 たぶち　あき

入選 網野　弘人 あみの　ひろと

入選 長尾　美風 ながお　みふう

入選 髙橋　彩花 たかはし　いろは

□その他部門「入選」受賞者（「文芸くらしき第22号」に作品を掲載）
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