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【小説部門】

賞 都道府県 学　校　名 学年 氏　名 題名・初句・部誌名

1
最優秀賞
文部科学大臣賞

岩手 県立盛岡第三 2 三浦　麻名 巣立ちの季節

2
優秀賞
読売新聞社賞

岩手 県立盛岡第四 3 兼平　怜奈 風和ぎ

3 優秀賞 岩手 県立盛岡第三 2 瀬川　仁志 日の当たる場所

4 優秀賞 広島 県立広島観音 3 胸福　菜摘 スケッチブック

5 優秀賞 岩手 県立水沢 3 佐藤　沙絵 夢の後先

6 優秀賞 岩手 県立盛岡第三 3 西山　綾乃 百五十年の旋律

7 優秀賞 岩手 県立盛岡第三 2 小原　花楓 水曜日のバス停

8 優秀賞 岩手 県立盛岡第四 3 細川　奎太 ディナ・バーハ

9 優良賞 岩手 県立盛岡第三 2 一戸　玖瑠美 空蝉

10 優良賞 宮城 宮城県宮城第一 2 尾上　南那 水面の光が消えないうちに

11 優良賞 宮城 宮城県宮城第一 3 金川　恵都 コタエ

12 優良賞 北海道 市立札幌開成中等教育 5 今野　春子 シンデレラは美しいのか

13 優良賞 滋賀 県立彦根東 3 陌間　紗佳 アカシヤ

14 優良賞 岩手 県立盛岡第二 3 鎌田　めぐみ 限界ターン

15 入選 岩手 県立盛岡第四 3 村上　あかり 私のココア

16 入選 北海道 北海道旭川東 3 工藤　千聖 遠鳴きの蛍

17 入選 長野 長野県長野吉田 3 三好　花佳 Stage

18 入選 静岡 県立沼津東 2 瀧口　遼真 裸婦像

19 入選 福岡 筑紫女学園 2 松原　采実 岡惚れ蝉時雨

20 入選 北海道 北海道旭川南 2 藤瀬　歩里 魔法使いと鈴の音

賞 都道府県 学　校　名 学年 氏　名 題名・初句・部誌名

1 優秀賞 愛媛 県立今治西 1 盛武　虹色 草田男の句における「赤」

2 優良賞 宮城 宮城県仙台第一 3 小野　泰雅
『晩年様式集』論－フィクショ
ンと過去の問題－

【随筆部門】

賞 都道府県 学　校　名 学年 氏　名 題名・初句・部誌名

1 優良賞 宮城 宮城県石巻 2 加藤　瑠華 紙コップの中のごはん

第３５回全国高等学校文芸コンクール入賞者一覧

【文芸評論部門】
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【詩部門】

賞 都道府県 学　校　名 学年 氏　名 題名・初句・部誌名

1
最優秀賞　 全国文
芸専門部会長賞

三重 高田 3 福田　智沙子 さっき

2
優秀賞
読売新聞社賞

東京 女子学院 3 菊地　愛佳 縮図

3 優秀賞 岩手 県立盛岡第三 3 柳澤　麗奈 糸雨と繭

4 優秀賞 北海道 北海道札幌北 1 山下　わかな ふたり

5 優秀賞 長野 長野県長野吉田 3 三好　花佳 超小旅行

6 優秀賞 岩手 県立盛岡第三 2 瀬川　仁志 レールの上の想像

7 優良賞 東京 渋谷教育学園渋谷 1 高野　知宙 水郷の銀河鉄道

8 優良賞 秋田 県立秋田南 2 小松田　実希 仮の住処

9 優良賞 三重 高田 2 前川　陽香 書き癖

10 優良賞 福島 県立磐城 2 松野　未悠 月

11 優良賞 東京 都立町田 3 吉田　もえ 赤

12 優良賞 三重 高田 1 長﨑　桃子 おそと

13 優良賞 岩手 県立盛岡第二 1 菊池　結衣 春に

14 優良賞 宮城 宮城県石巻 3 佐々木　亜希 見えない太陽

15 優良賞 宮城 宮城県仙台第一 3 小野　泰雅 夜の道

16 優良賞 香川 県立高松養護 3 林　凜々子 雨がふるときは

17 入選 宮城 宮城県古川 1 村山　真子 独りぼっちの夜に

18 入選 岩手 県立盛岡第二 3 渡邉　愛実 深夜四時

19 入選 岩手 県立盛岡第二 1 佐藤　愛莉 音符

20 入選 北海道 北海道釧路湖陵 2 山村　美空 いとおしい君よ

21 入選 福島 県立磐城 2 空岡　夢 冬虫夏草

22 入選 山形 県立山形南 3 工藤　凜之佑 リフレクション　コンパス

23 入選 滋賀 県立彦根東 2 北川　夏帆 軽率に

24 入選 岩手 県立一関第一 2 小野寺　有優 十七

25 入選 滋賀 県立彦根東 2 宮本　萌生 追いかけっこ

26 入選 宮城 仙台市立仙台青陵中等教育 6 小山　茜 ころすな

27 入選 岩手 県立一関第一 3 佐々木　夏美 アンバースデー

28 入選 宮城 宮城県宮城第一 3 石森　海 拝啓　海の友へ

29 入選 熊本 県立済々黌 3 厚地　真実 魚の皮

30 入選 岡山 県立岡山操山 3 中島　彩 百年目のあの春に

31 入選 兵庫 白陵 2 志摩　光咲 泣かへん

32 入選 東京 都立大泉 1 萩原　拓杜 What  is  this  ? 
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【短歌部門】

賞 都道府県 学　校　名 学年 氏　名 題名・初句・部誌名

1
最優秀賞
読売新聞社賞

東京 桐朋 2 小俣　卓紀 オンライン

2 優秀賞 岡山 県立岡山操山 2 小橋　香心 マーカーは

3 優秀賞 長野 長野県長野吉田 3 小栁　深知可 まだ父の

4 優秀賞 群馬 県立太田 3 及川　洸幸 面接で

5 優秀賞 岩手 県立水沢 3 佐藤　沙絵 譲られた

6 優秀賞 青森 県立八戸 2 菅原　雅人 そういえば

7 優良賞 北海道 北海道旭川北 2 沼田　空大 風邪ひいて

8 優良賞 広島 県立三次 1 杉山　詩乃 月の出に

9 優良賞 群馬 県立高崎 3 大橋　弘典 永日の

10 優良賞 青森 県立八戸西 1 長谷川　すみれ コロナ禍に

11 優良賞 島根 開星 1 木村　心春 新体操

12 優良賞 岩手 県立盛岡第三 2 内川　りん 授業中

13 優良賞 岩手 県立一関第一 3 佐々木　夏美 空席の

14 優良賞 長野 長野県長野 3 日戸　伶 稜線が

15 優良賞 岩手 県立水沢 2 濱西　朋花 笑い声

16 優良賞 石川 県立金沢錦丘 2 加藤　千晶 君抱けば

17 入選 滋賀 県立彦根東 3 宮下　晶 真昼間の

18 入選 岩手 県立盛岡第二 3 国枝　可愛 シトラスの

19 入選 北海道 北海道旭川北 3 狩野　弥紀 こみ上げる

20 入選 北海道 北海道旭川東 2 山本　華央 フクロウの

21 入選 北海道 北海道札幌北 3 中道　和奏 お昼後の

22 入選 兵庫 県立神戸 3 松井　静香 冷まされた

23 入選 岩手 県立岩谷堂 2 今原　美咲 欠点を

24 入選 秋田 県立秋田北 3 福田　倫生 妹よ

25 入選 岩手 県立盛岡第四 2 高橋　優凜 朝焼けの

26 入選 岩手 県立盛岡第四 3 細川　奎太 ゲルニカに

27 入選 富山 高岡第一 3 細川　依蕗 単語帳

28 入選 三重 高田 2 前川　奈央 月面に

29 入選 三重 高田 1 長﨑　桃子 真夜中の

30 入選 神奈川 横浜市立盲特別支援 3 廣田　成美 蝉の音は

31 入選 山口 県立光 2 深谷　乃梨子 バレエの
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【俳句部門】

賞 都道府県 学　校　名 学年 氏　名 題名・初句・部誌名

1
最優秀賞
文部科学大臣賞

愛媛 県立松山東 1 田中　千晴 朝凪や

2
優秀賞　 全国文
芸専門部会長賞

宮城 宮城県古川 3 髙橋　梨咲 万愚節

3 優秀賞 北海道 北海道旭川東 3 齊藤　広樹 麗日や

4 優秀賞 福島 県立須賀川桐陽 3 滝田　翼 熱帯夜

5 優秀賞 山口 県立徳山 2 尾上　純玲 母に恋

6 優秀賞 愛知 県立岡崎東 2 鈴木　空 真上から

7 優良賞 群馬 県立太田 2 金井　勇輝 霜柱

8 優良賞 福島 県立磐城 2 空岡　夢 小名浜の

9 優良賞 愛媛 県立松山東 2 伊藤　恵一 春の夜や

10 優良賞 島根 県立平田 3 隂山　悠華 春うらら

11 優良賞 岩手 県立盛岡第四 3 細川　奎太 緊急事態宣言

12 優良賞 岩手 県立盛岡第三 1 本宮　大貴 道産子の

13 優良賞 岩手 県立水沢 2 里舘　園子 黙祷の

14 優良賞 岩手 県立水沢 2 三宅　真愛 狛犬の

15 優良賞 三重 高田 2 加藤　萌々子 憧れと

16 優良賞 愛知 県立岡崎東 3 伴野　瀬里佳 思春期は

17 入選 滋賀 県立彦根東 3 陌間　紗佳 友の髪

18 入選 広島 県立三次 2 廣田　凜 五月雨や

19 入選 北海道 市立札幌旭丘 2 澤谷　有佑 香煙の

20 入選 岡山 県立岡山操山 3 中島　彩 墓石を

21 入選 群馬 県立太田 3 林　和弥 田を植えて

22 入選 群馬 県立高崎北 2 篠原　柚希 大西日

23 入選 山形 県立山形南 2 深瀬　瑞生 日記へは

24 入選 愛知 県立幸田 2 前原　あおい 朝露や

25 入選 秋田 県立湯沢 3 大友　亜華里 深緑の

26 入選 岩手 県立盛岡第四 3 兼平　怜奈 コロナ禍の

27 入選 岩手 県立盛岡第三 1 中牟田　琉那 藤むらの

28 入選 三重 高田 3 佐藤　知春 黒猫の

29 入選 三重 高田 2 前川　奈央 夏の朝

30 入選 岡山 県立岡山朝日 2 金子　遼耶 晩夏光

31 入選 愛知 名古屋 2 篠原　圭太 拝啓を
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賞 都道府県 部　名 題名・初句・部誌名

1
最優秀賞
文部科学大臣賞

岩手 県立盛岡第三 文芸部 黎　第二十号

2
優秀賞　一ツ橋文
芸教育振興会賞

福岡 筑紫女学園 文芸部 いさらゐ　第６２号

3 優秀賞 福島 県立磐城 文学部 磐高文学　第七十八号

4 優秀賞 岩手 県立盛岡第四 文芸部 志髙文芸　五十四号

5 優良賞 滋賀 県立彦根東 文芸部 窓　第七七号

6 優良賞 長野 長野県長野吉田 文芸班 碧空　第四十二号　

7 優良賞 岩手 県立水沢 文芸・短詩部 煌　第十七号

8 優良賞 岩手 県立花巻北 文芸部 花北文学　六十三号

9 優良賞 長崎 県立大村 文芸部 大高文学蟬時雨　第９０号

10 奨励賞 埼玉 県立浦和第一女子 文芸部 道標　七十一号

11 奨励賞 群馬 県立高崎女子 文芸部 椎樹　７７号

12 奨励賞 山形 県立山形南 文芸部 エオリス　七十三号

13 奨励賞 山形 県立長井 文芸部 せきれい　第九十四号

14 奨励賞 福島 県立磐城桜が丘 文芸部 閼伽井　第７５号

15 奨励賞 宮城 宮城県小牛田農林 文芸部 雪月雷花　第二十九号

16 奨励賞 大分 県立大分上野丘 文芸部 青窓　８６号

17 奨励賞 徳島 県立脇町 文芸部 文卵　庚子長月

18 奨励賞 岩手 県立盛岡第一 文学研究部 邂逅　第四十九号

19 奨励賞 富山 高岡第一 文芸部 邂逅　第十四号

【文芸部誌部門】

学　校　名


