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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 3 三浦　麻名 夜が明ける魔法

2
優秀賞
読売新聞社賞

岩手 県立一関第一 3 岩渕　咲枝 賞味期限切れのウエハース

3 優秀賞 岩手 県立盛岡第二 2 古舘　穂乃香 呈色スケッチ

4 優秀賞 宮城 宮城県宮城第一 3 尾上　南那 蓄音機

5 優秀賞 北海道 北海道旭川北 3 近藤　梨那 島中夏

6 優秀賞 大分 県立爽風館 2 古川　瑞葵 亜麻色の川面

7 優秀賞 岩手 県立宮古 3 乙戸　祐希 減数分裂の賜物

8 優秀賞 埼玉 細田学園 2 小澤　脩真 寡黙な猫

9 優秀賞 岩手 県立盛岡第三 2 石井　鈴乃 暁闇の向こう

10 優良賞 山梨 県立韮崎 2 中沢　智也 半径３キロメートルの夕焼け

11 優良賞 岩手 県立盛岡第三 3 内川　りん 夏風の行く先

12 優良賞 島根 県立松江農林 3 川中　みはる 不協和音

13 優良賞 北海道 北海道旭川南 3 藤瀬　歩里 向日葵

14 優良賞 北海道 立命館慶祥 2 清水　綾乃 遠花火

15 優良賞 岩手 県立盛岡第四 1 岡　樹 春夏の虹彩

16 入選 東京 都立西 3 矢野　淳 人生讃歌

17 入選 岩手 県立盛岡第三 3 小原　花楓 クリアファイル

18 入選 岩手 県立盛岡第三 2 西澤　あづき 波のさざめく音を聞く

19 入選 茨城 県立水戸第一 1 江渕　拓磨 あしゅら男とオオカミ女

20 入選 宮城 宮城県宮城第一 1 三浦　具晃 潮風の吹き抜ける公園

賞 都道府県 学　校　名 学年 氏　名 題名・初句・部誌名

1 優秀賞 神奈川 フェリス女学院 2 水嶋　美琴
安岡章太郎「海辺の光景」論－
母と〈戦後〉の死－

2 優秀賞 神奈川 桐光学園 2 師玉　真礼音
織田作之助『天衣無縫』試論－題
名によって象徴される文体の技法
を考える－

【随筆部門】

賞 都道府県 学　校　名 学年 氏　名 題名・初句・部誌名

1 優秀賞 三重 高田 2 長﨑　桃子 あの人

2 優秀賞 北海道 北海道旭川南 1 長尾　和樹 僕で生きる
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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 2 長﨑　桃子 血潮

2
優秀賞
読売新聞社賞

熊本 県立済々黌 3 吉野　美羽 来たるべき時代

3 優秀賞 山形 県立山形南 3 原田　真慈 花骸と蠅

4 優秀賞 岩手 県立盛岡第三 2 石井　鈴乃 四十五分間のひとりごと

5 優秀賞 秋田 県立秋田南 3 鈴木　茉斗依 毎日を生きるよ

6 優秀賞 岩手 県立盛岡第四 3 川村　ひかり ハウツー

7 優良賞 岡山 県立倉敷古城池 3 黒瀬　陽織 水ふうせん

8 優良賞 北海道 北海道札幌北 3 坂本　有綺子 スノウメーター

9 優良賞 兵庫 白陵 3 志摩　光咲 ポストの大魚

10 優良賞 福島 県立磐城 2 髙橋　ひより 綻び

11 優良賞 三重 高田 3 前川　奈央 慣れ

12 優良賞 宮城 宮城県古川 2 村山　真子 冷たい春

13 優良賞 石川 県立金沢桜丘 3 炭谷　紗希 雨の日

14 優良賞 福島 県立磐城 3 空岡　夢 服

15 優良賞 静岡 県立清水南 2 櫻井　夏緑 逃亡者

16 優良賞 山形 県立山形南 3 深瀬　瑞生 冬季性うつとかいう

17 入選 神奈川 県立橋本 2 宮脇　陸人 自転車宣言

18 入選 秋田 県立秋田南 3 小松田　実希 あやまちのみち

19 入選 大分 県立大分豊府 3 岡田　凜 「普通の女子高生」

20 入選 秋田 県立能代 1 西村　慧亮 アラベスク

21 入選 岩手 県立盛岡第一 1 佐々木　麻佑子グッドモーニング、睡蓮

22 入選 群馬 東京農業大学第二 3 儘田　遥 トマト戦線

23 入選 秋田 県立横手 2 髙橋　凛 こども

24 入選 東京 渋谷教育学園渋谷 2 高野　知宙 感光

25 入選 東京 女子学院 1 遠島　麻央 心の居場所

26 入選 富山 高岡第一 2 関本　歩実 きっと世界は

27 入選 広島 広島学院 1 保田　拓海 トマトが嫌いだ

28 入選 東京 都立青梅総合 2 増田　百花 藍

29 入選 宮城 仙台市立仙台 2 阿部　優 よる

30 入選 兵庫 県立長田 3 中川西　由羽 ラムネ

31 入選 茨城 県立取手第二 2 草間　櫻 黒い雨が降ってきました
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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
文部科学大臣賞

広島 県立福山誠之館　 2 岩本　叶大 コンビニの

2 優秀賞 北海道 北海道札幌西 3 大久保　遥 四分音符

3 優秀賞 岩手 県立盛岡第三 2 中牟田　琉那 待ちあわせ

4 優秀賞 宮城 宮城県宮城第一 1 小宮　瑠華 都合よく

5 優秀賞 三重 高田 3 網谷　菜桜 言えてない

6 優秀賞 群馬 県立前橋女子 1 石塚　遥名 自転車を

7 優良賞 岩手 県立盛岡工業 2 田上　雅治 一滴の

8 優良賞 滋賀 県立彦根東 3 谷口　なつ 錆びついた

9 優良賞 北海道 北海道大麻 2 小林　蒼弥 パパくれた

10 優良賞 北海道 北海道旭川北 3 平松　千紗子 落ちていく

11 優良賞 北海道 北海道旭川南 3 藤瀬　歩里 既読さえ

12 優良賞 東京 都立小平 2 馬場　涼子 揮発性

13 優良賞 岩手 県立盛岡第三 2 石井　鈴乃 鮮やかな

14 優良賞 岩手 県立盛岡第三 3 内川　りん 北風に

15 優良賞 山口 県立徳山 3 尾上　純玲 ひとつずつ

16 優良賞 岩手 県立釜石 2 菊池　康生 亡き叔父の

17 入選 岩手 県立宮古 3 上野　柚花 単語帳

18 入選 山形 県立山形南 2 牧野　春道 澄みきった

19 入選 長野 伊那西 2 山田　桃香 うぐいすの

20 入選 北海道 北海道札幌北 3 武藤　由奈 彫られてた

21 入選 宮城 宮城県宮城第一 3 高橋　花歩 千年も

22 入選 長崎 県立諫早 2 波戸　菜保子 モナ・リザは

23 入選 福岡 筑紫女学園 3 井上　明香理 柳河の

24 入選 三重 高田 3 前川　奈央 はちみつが

25 入選 福島 県立磐城 1 吉田　駿作 米兵の

26 入選 群馬 高崎商科大学附属 1 高木　唯花 徘徊の

27 入選 群馬 県立高崎 3 武　元気 左手の

28 入選 群馬 県立高崎 3 本城　翔音 一歩ずつ

29 入選 新潟 県立新潟翠江 3 皆川　穂香 ばばちゃんが

30 入選 青森 県立八戸西 2 尾刀　知来 脱衣所で

31 入選 岩手 県立雫石 3 米澤　心愛 さようなら
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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　 全国文
芸専門部会長賞

大分 県立大分豊府 3 岡田　凜 実南天

2
優秀賞
読売新聞社賞

広島 県立三次 3 廣田　凜 新雪や

3 優秀賞 愛媛 県立今治西 3 川又　心美 スナメリの

4 優秀賞 兵庫 県立長田 1 古賀　千尋 母の里

5 優秀賞 東京 学習院女子高等科 3 佐藤　永実子 花栗や

6 優秀賞 兵庫 白陵 3 志摩　光咲 稚魚の吹く

7 優良賞 福島 県立磐城 3 松野　未悠 木炭の

8 優良賞 愛知 県立幸田 2 宇野　ひなた 陽炎を

9 優良賞 愛媛 県立松山東 1 谷口　春菜 英文を

10 優良賞 岩手 県立花巻北 1 佐々木　愛実 皐月波

11 優良賞 岩手 県立水沢 3 髙橋　朱音 路地裏の

12 優良賞 青森 県立八戸西 2 熊澤　綾里 遠洋の

13 優良賞 愛媛 県立今治西 2 越智　夏鈴 天元に

14 優良賞 山口 県立徳山 3 中吉　陸斗 俺という

15 優良賞 群馬 県立高崎 3 本城　翔音 穏やかな

16 優良賞 岩手 県立一関第一 3 小野寺　有優 滲む字と

17 入選 北海道 北海道札幌西 3 小野寺　弘泰 あの空が

18 入選 群馬 県立高崎 3 武　元気 工場の

19 入選 福井 県立科学技術 1 西尾　好花 銀の

20 入選 山形 県立山形南 3 深瀬　瑞生 熊眠る

21 入選 山形 県立山形南 2 牧野　春道 足元の

22 入選 山形 県立鶴岡工業定時制 4 石原　健太郎 もやい網

23 入選 滋賀 県立彦根東 2 稲元　瑛太 七輪の

24 入選 埼玉 星野 3 村田　陽代莉 ノクターン

25 入選 愛知 屋久島おおぞら 2 伊藤　采羽 かたつむり

26 入選 茨城 県立水戸第一 1 熊田　漣 五限目を

27 入選 北海道 北海道札幌北 3 武藤　由奈 雷鳴や

28 入選 岩手 県立水沢 2 工藤　七海 「ありけり」と

29 入選 山口 県立徳山 3 淺村　芽衣 切りたての

30 入選 東京 都立昭和 3 川田　暖士 氷嚢の

31 入選 岩手 県立水沢 3 三宅　真愛 かげろふや
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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

福岡 筑紫女学園 文芸部 いさらゐ　第６３号

2
優秀賞　一ツ橋文芸
教育振興会賞

岩手 県立盛岡第四 文芸部 志髙文芸　五十五号

3 優秀賞 山形 県立山形南 文芸部 エオリス　七十四号

4 優秀賞 福島 県立磐城 文学部 磐高文学　第七十九号

5 優秀賞 岩手 県立盛岡第三 文芸部 黎　第二十一号

6 優良賞 滋賀 県立彦根東 文芸部 窓　第七八号

7 優良賞 秋田 県立秋田南 文芸部 岬　五十九号

8 優良賞 岩手 県立花巻北 文芸部 花北文学　第六十四号

9 優良賞 長野 長野県長野吉田 文芸班 碧空　第四十五号

10 優良賞 群馬 県立高崎女子 文芸部 椎樹　７８号

11 奨励賞 埼玉 県立浦和第一女子 文芸部 道標　第七十二号

12 奨励賞 徳島 県立脇町 文芸部 文卵　辛丑長月

13 奨励賞 北海道 北海道札幌北 文芸部 諸々　第二十六号

14 奨励賞 長野 長野県上田 文芸班 松尾文藝　八〇号

15 奨励賞 広島 県立三次 文芸部 鏡花水月　Vol.３

16 奨励賞 大分 県立大分上野丘 文芸部 青窓　８７号

17 奨励賞 宮崎 県立宮崎商業 文芸部 もくようび　９号

18 奨励賞 福島 県立磐城桜が丘 文芸部 閼伽井　第７６号

19 奨励賞 岩手 県立水沢 文芸・短詩部 煌　第十八号

20 奨励賞 岩手 県立盛岡第二 文学研究部 はなぶさ　四十五号

【文芸部誌部門】

学　校　名


