
第２５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２５号」に作品を掲載） 　 □童話部門「入選」受賞者（「くらしきどうわ第４９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 大熊　純子 おおぐま　じゅんこ

随筆 共通（一般） 大賞 あの夏に見た花 大月　洋子 おおつき　ようこ 倉敷市玉島中央町 入選 大西　幸之助 おおにし　こうのすけ

童話 共通（一般） 大賞 まぁるいの！ 若狭　庸子 わかさ　ようこ 倉敷市玉島黒崎 入選 角谷　裕子 かどたに　ゆうこ

現代詩 共通（一般） 大賞 歳月 亀岡　孝則 かめおか　たかのり 倉敷市西坂 入選 砂本　征汰 すなもと　せいた

一般 大賞 夢 佐伯　千壽子 さえき　ちずこ 倉敷市西富井 入選 井上　柚葉 いのうえ　ゆずは

小中 大賞 やっと絵を描き終えたと思うとき聞こえてきたよセミの鳴き声 坂本　彩 さかもと　あや 玉島西中学校 1年

一般 大賞 旅 難波　美智哉 なんば　みちや 倉敷市日畑 □その他部門「入選」受賞者（「文芸くらしき第２５号」に作品を掲載）

小中 大賞 おかあさん夏休みなどないですね 秋定　昊心 あきさだ　こうし 第五福田小学校 5年 部門 部門 賞 氏　　名 ふりがな

一般 大賞 記憶 中路　修平 なかじ　しゅうへい 倉敷市吉岡 入選 小野　敏子 おの　としこ

小中 大賞 冷蔵庫空になるなる成長期 宮里　菜々 みやざと　なな 玉島北中学校 3年 入選 興梠　喜久蔵 こうろぎ　きくぞう

小中 入選 二神　佑多 ふたがみ　ゆうた

入選 長井　早苗 ながい　さなえ

入選 朝倉　彰子 あさくら　あきこ

入選 坂尾　陽向 さかお　ひなた

入選 羽田　心和 はだ　ここな

■上位入賞者（表彰式で表彰「文芸くらしき第２５号」に作品を掲載） 入選 萩原　節子 はぎはら　せつこ

部門 部門 賞 作　　品　　名 氏　　名 ふりがな 　 入選 難波　扶実子 なんば　ふみこ

優秀賞 該当作品なし 入選 安西　典子 あんざい　のりこ

佳作 該当作品なし 入選 内藤　靖 ないとう　やすし

優秀賞 該当作品なし 入選 花岡　鈴子 はなおか　すずこ

佳作 該当作品なし 入選 田中　翔也 たなか　しょうや

優秀賞 ずっと親子だから・・・。 小野　恵 おの　めぐみ 入選 野村　翔 のむら　しょう

佳作 庶務ひと筋 朝倉　彰子 あさくら　あきこ 入選 花房　鈴珈 はなふさ　すずか

優秀賞 一つの壁を乗り越えて 瀬尾　遥 せのお　はるか 入選 笹井　悠玖 ささい　はるく

佳作 父の必要性 石井　和葉 いしい　かずは 入選 小山　昌也 こやま　まさや

優秀賞 水底のミグー 木村　萌 きむら　もえ 入選 萩原　節子 はぎはら　せつこ

佳作 おしゃべりキッチン 本行　邦彦 ほんぎょう　くにひこ 入選 鴨井　愛子 かもい　あいこ

優秀賞 夏のオオカミと天狗様 鶴田　侃大 つるた　かんた 入選 萩原　登 はぎはら　のぼる

佳作 コピーの自分 西村　航 にしむら　わたる 入選 山本　祐二 やまもと　ゆうじ

優秀賞 空が見えない 萩原　節子 はぎはら　せつこ 入選 清水　久美子 しみず　くみこ

佳作 下水道を旅して 岡本　理恵 おかもと　りえ 入選 重田　朋来 しげた　ともき

優秀賞 成長 阿部　さくら あべ　さくら 入選 鳥嶋　勇吹 とりしま　いぶき

佳作 ワイパー 美馬　初音 みま　はつね 入選 伊藤　日向 いとう　ひなた

優秀賞 記憶 本多　キミ子 ほんだ　きみこ 入選 蘇河　美羽 そが　みう

佳作 猫の見るもの 赤埴　千枝子 あかはに　ちえこ 入選 中田　和希 なかだ　かずき

優秀賞 帰り道カウンセラーの友がいて家に着くころ心も軽い 脇田　芽依 わきた　めい 入選 萩原　文彦 はぎはら　ふみひこ

佳作 祖母の家線香花火が落ちたとき亡き祖父思う盆の夜なり 赤澤　日鞠 あかざわ　ひまり 入選 藤田　誠 ふじた　まこと

優秀賞 夕桜 萩原　文彦 はぎはら　ふみひこ 入選 萩原　登 はぎはら　のぼる

佳作 池畔 渋谷　邦子 しぶや　くにこ 入選 渡辺　春江 わたなべ　はるえ

優秀賞 音をたて光るぎざぎざ夏の雨 奥岡　咲月 おくおか　さつき 入選 林　節子 はやし　せつこ

佳作 扇風機顔を近づけ宇宙人 久永　綾美 ひさなが　あやみ 入選 水戸岡　凜子 みとおか　りんこ

優秀賞 星 古城　英男 こじょう　ひでお 入選 内藤　陽翔 ないとう　はると

佳作 ピエロ 滝口　泰隆 たきぐち　やすたか 入選 吉井　希乃佳 よしい　ののか

優秀賞 くもさんねプカプカういてどこ行くの 原　綸葉 はら　いとは 入選 青木　遼海 あおき　はるうみ

佳作 山積みの課題といつもおにごっこ 有本　百花 ありもと　ももか 入選 田中　寧音 たなか　ねね
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