
第２３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23号」に作品を掲載） 　 □童話部門「入選」受賞者（「くらしきどうわ第47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

童話 共通（一般） 大賞 一緒に歩いてね 角田　みゆき つのだ　みゆき 倉敷市連島町鶴新田 入選 寺田　喜平 てらだ　きへい

現代詩 共通（一般） 大賞 カンナの季節に 亀岡　孝則 かめおか　たかのり 倉敷市西坂 入選 角谷　裕子 かどたに　ゆうこ

一般 大賞 若き母 山口　洋子 やまぐち　ようこ 倉敷市山地 入選 若狭　庸子 わかさ　ようこ　

小中 大賞 向日葵のようにまっすぐ日に向かう私と友の未来予想図 真鍋　夏乃 まなべ　なつの 倉敷市高須賀 東陽中学校2年 入選 江口　登志子 えぐち　としこ

一般 大賞 石雛 花岡　鈴子 はなおか　すずこ 倉敷市木見 入選 孝忠　珠実 こうちゅう　たまみ

小中 大賞 初ぼんに祖父のハサミでかみを切る 立花　優至 たちばな　ゆうし 倉敷市船穂町船穂 船穂小学校5年 入選 原田　菜央 はらだ　なお

一般 大賞 化粧 大坪　光恵 おおつぼ　みつえ 倉敷市中庄 入選 池田　結 いけだ　ゆい

小中 大賞 夕焼けがどぷんと海にのまれてく 中田　優人 なかだ　ゆうと 倉敷市連島町鶴新田 連島南中学校2年

部門 部門 賞 氏　　名 ふりがな

一般 入選 中原　サラ なかはら　さら

一般 入選 朝倉　彰子 あさくら　あきこ

一般 入選 萩原　節子 はぎはら　せつこ

入選 佐藤　麒介 さとう　きすけ

■上位入賞者（表彰式で表彰「文芸くらしき第23号」に作品を掲載） 　 入選 福原　楓 ふくはら　かえで

部門 部門 賞 作　　品　　名 氏　　名 ふりがな 入選 宮本　加代子 みやもと　かよこ

優秀賞 ぜいたくな時間 大坪　光恵 おおつぼ　みつえ 入選 山﨑　佳奈子 やまさき　かなこ

佳作 未来を信じて 廣井　千鶴子 ひろい　ちづこ 入選 白神　小百合 しらが　さゆり

優秀賞 熱い心と冷めた頭 大山　達仁 おおやま　たつひと 入選 大熊　一恵 おおぐま　かずえ

佳作 学芸員体験にて 福増　実紅 ふくます　みく 入選 田辺　光子 たなべ　みつこ

優秀賞 山ざくらの物語 原田　典子 はらだ　のりこ 入選 泉原　桃花 いずみはら　ももか

佳作 おばあちゃんとわたし 大熊　純子 おおぐま　じゅんこ 入選 田中　翔也 たなか　しょうや

優秀賞 颯太君の自転車 若林　宗太郎 わかばやし　そうたろう 入選 滝沢　優 たきざわ　ゆう

佳作 花言葉 井上　柚葉 いのうえ　ゆずは 入選 藤原　快吏 ふじわら　かいり

優秀賞 手袋 朝倉　彰子 あさくら　あきこ 入選 中島　望来 なかしま　みらい

佳作 あたらしいふるさと 横山　千秋 よこやま　ちあき 入選 横溝　弘公 よこみぞ　ひろこ

優秀賞 さくら 宮武　歩澄 みやたけ　ほずみ 入選 難波　扶実子 なんば　ふみこ

佳作 いもうと 安原　冬華 やすはら　ふゆか 入選 江本　節子 えもと　せつこ

優秀賞 風の道 原田　典子 はらだ　のりこ 入選 白神　小百合 しらが　さゆり

佳作 岡山空襲 池田　   子 いけだ　くにこ 入選 山田　尚志 やまだ　ひさし

優秀賞 すきだからもっと知りたい馬のこと調べて書いてはかせになろう谷口　真悠 たにぐち　まゆ 入選 竹内　蒼乃 たけうち　あおの

佳作 あと少し苦しいけれど手をかいた初めておよげて空がまっ青 貫井　涼央 ぬくい　りお 入選 藤嶋　圭 ふじしま　けい

優秀賞 青蜥蜴 安福　利平 あぶく　としへい 入選 藤田　惺凪 ふじた　せな

佳作 なれそめは 重政　直寛 しげまさ　なおひろ 入選 佐藤　優衣 さとう　ゆい

優秀賞 ドンとなり花火のはじっこちょっとみえた 高山　美波 たかやま　みなみ 入選 鳥越　敬子 とりごえ　けいこ

佳作 ベランダでいもうととするすいかわり 岡内　薫子 おかうち　かおるこ 入選 三宅　淑惠 みやけ　よしえ

優秀賞 竹 高杉　正 たかすぎ　ただし 入選 古城　英男 こじょう　ひでお

佳作 炎天下 滝口　泰隆 たきぐち　やすたか 入選 中路　修平 なかじ　しゅうへい

優秀賞 じいちゃんは自動運転夢見てる 寺坂　柚人 てらさか　ゆうと 入選 戸田　正志 とだ　まさし

佳作 おばあちゃん確認してね賞味期限 渡辺　蒼士 わたなべ　そうし 入選 長尾　桃佳 ながお　ももか

入選 田中　こと葉 たなか　ことは

入選 後藤　颯太 ごとう　そうた

入選 廣中　葵 ひろなか　あおい

入選 渡邉　麟太郎 わたなべ　りんたろう

　

□その他部門「入選」受賞者（「文芸くらしき第23号」に作品を掲載）
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