
第２４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24号」に作品を掲載） 　 □童話部門「入選」受賞者（「くらしきどうわ第48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（　　） 大賞 該当作品なし 入選 中桐　裕子 なかぎり　ゆうこ

随筆 共通（小中） 大賞 普通 平野　羽那 ひらの　はな 福田中学校3年 入選 大坪　光恵 おおつぼ　みつえ

童話 共通（一般） 大賞 じいちゃんの車 原田　典子 はらだ　のりこ 倉敷市福井 入選 若狭　庸子 わかさ　ようこ

現代詩 共通（一般） 大賞 白い軽四 角田　みゆき つのだ　みゆき 倉敷市連島町鶴新田 入選 孝忠　珠実 こうちゅう　たまみ

一般 大賞 戦ひのこと 白神　小百合 しらが　さゆり 倉敷市玉島柏島 入選 井上　柚葉 いのうえ　ゆずは

小中 大賞 コンクール静まり返った空気の中私の鼓動でリズムを取った 西野　このは にしの　このは 玉島西中学校2年 入選 西村　航 にしむら　わたる

一般 大賞 夢を下さい 重政　直寛 しげまさ　なおひろ 倉敷市玉島乙島

小中 大賞 日本海ラムネびんにとじこめた 前川　章海 まえかわ　あきうみ 乙島小学校3年

一般 大賞 イントロ 中原　サラ なかはら　さら 倉敷市片島町 部門 部門 賞 氏　　名 ふりがな

小中 大賞 虫さされ流れ星より多かった 藤嶋　圭 ふじしま　けい 万寿東小学校5年 入選 朝倉　彰子 あさくら　あきこ

入選 岡野　清子 おかの　きよこ

小中 入選 福増　実紅 ふくます　みく

入選 滝口　泰隆 たきぐち　やすたか

入選 萩原　節子 はぎはら　せつこ

小中 入選 宮永　麻希 みやなが　まき

入選 山﨑　佳奈子 やまさき　かなこ

■上位入賞者（表彰式で表彰「文芸くらしき第24号」に作品を掲載） 　 入選 田辺　光子 たなべ　みつこ

部門 部門 賞 作　　品　　名 氏　　名 ふりがな 入選 佐伯　千壽子 さえき　ちずこ

優秀賞 該当作品なし 入選 大森　勝彦 おおもり　かつひこ

佳作 該当作品なし 入選 萩原　文彦 はぎはら　ふみひこ

優秀賞 該当作品なし 入選 出宮　怜奈 でみや　れいな

佳作 該当作品なし 入選 日吉　輝里 ひよし　てるさと

優秀賞 バナナの叩き売り 大坪　光恵 おおつぼ　みつえ 入選 片岡　麻衣 かたおか　まい

佳作 アフリカの夢 岡　由記子 おか　ゆきこ 入選 𠮷村　心結 よしむら　みゆう

優秀賞 キッドが死んだ日 白瀬　芽生 しらせ　めい 入選 𠮷田　理人 よしだ　まさと

佳作 九十六番 大山　達仁 おおやま　たつひと 入選 田尾　諄子 たお　じゅんこ

優秀賞 お客さまはうさぎさん 角谷　裕子 かどたに　ゆうこ 入選 萩原　登 はぎはら　のぼる

佳作 わたしの大好きなおばあちゃん 武林　幸二 たけばやし　こうじ 入選 萩原　節子 はぎはら　せつこ

優秀賞 害虫と呼ばれている化石 目黒　万結 めぐろ　まゆ 入選 角南　敏栄 すなみ　としえ

佳作 春色のグラス 西尾　杷月 にしお　はづき 入選 鴨井　愛子 かもい　あいこ

優秀賞 背負う 朝倉　彰子 あさくら　あきこ 入選 友野　秀哉 ともの　しゅうや

佳作 水のめぐり 江口　登志子 えぐち　としこ 入選 曽我　桃花 そが　ももか

優秀賞 ねがいの花火 羽田　心和 はだ　ここな 入選 中吉　紀裕 なかよし　のりひろ

佳作 おにぎり 三宅　結女 みやけ　ゆめ 入選 野﨑　千智 のざき　ちさと

優秀賞 ああそは彼の人か 小山　潤子 こやま　じゅんこ 入選 武部　柑奈 たけべ　かんな

佳作 美術館 古城　英男 こじょう　ひでお 入選 萩原　文彦 はぎはら　ふみひこ

優秀賞 汗光る夏の放課後正門で「またね」と手をふる君と君の影 藤井　優香 ふじい　ゆうか 入選 中路　修平 なかじ　しゅうへい

佳作 コートにてボール追いかけ走るんだ日焼けのはだは僕の勲章 笠原　淳 かさはら　あつし 入選 古城　英男 こじょう　ひでお

優秀賞 雲の峰 滝口　泰隆 たきぐち　やすたか 入選 萩原　登 はぎはら　のぼる

佳作 名月 安福　利平 あぶく　としへい 入選 山崎　寿々女 やまざき　すずめ

優秀賞 スイカ割り一発で割りおこられる 村木　勇斗 むらき　ゆうと 入選 八木　晶吾 やぎ　しょうご

佳作 かき氷ミルクかけたら積乱雲 小田　裕太 おだ　ゆうた 入選 長森　華理那 ながもり　かりな

優秀賞 鬼百合 滝口　泰隆 たきぐち　やすたか 入選 佐藤　もなみ さとう　もなみ

佳作 起床 中桐　裕子 なかぎり　ゆうこ 入選 渡邉　麟太郎 わたなべ　りんたろう

優秀賞 友達とはなす時間は宝物 二嶋　知捺 にしま　ちなつ 入選 浅野　恵登 あさの　けいと

佳作 風鈴の音色につられひとやすみ 水田　光咲 みずた　みさき
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□その他部門「入選」受賞者（「文芸くらしき第24号」に作品を掲載）
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