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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 田鎻　寛都 濫觴の火

2
優秀賞
読売新聞社賞

宮城 宮城県富谷 3 長根　野乃香 ピース

3 優秀賞 岡山 県立岡山朝日 3 野村　月子 蹄の音を聞け

4 優秀賞 岩手 県立盛岡第三 2 笠井　太郎 扇を振る

5 優秀賞 岐阜 県立岐阜 2 酒井　南実 プライム・ムーバー

6 優良賞 宮城 仙台市立仙台青陵中等教育 6 高島　美羽 境界

7 優良賞 岩手 県立花巻北 3 舘野　咲香 満ちる

8 優良賞 広島 広島市立基町 1 戸田　優希 友

9 優良賞 福岡 筑紫女学園 3 清源　明香里 シェリー

10 優良賞 北海道 北海道札幌東 3 鹿野　栞 音の歩幅

11 優良賞 宮城 仙台白百合学園 2 菊地　洸美 琥珀色の夏

12 優良賞 秋田 県立横手 2 石田　わの 咲きたい蕾

13 優良賞 石川 県立金沢二水 3 北本　悠乃 『K』

14 入選 北海道 北海道札幌西 3 渡邊　有咲 茶白の猫

15 入選 群馬 県立高崎女子 3 窪田　絢乃 秀英清らなり

16 入選 山口 県立宇部 3 松井　裕規 前略

17 入選 埼玉 浦和麗明 1 平塚　千智 夕景と友人

18 入選 北海道 函館ラ・サール 3 吉田　武尊 星を見上げて

賞 都道府県 学　校　名 学年 氏　名 題名・初句・部誌名

1 入選 神奈川 フェリス女学院 1 谷地　美翔子
芥川龍之介『藪の中』－〈死〉へと
向かうエゴイズム－

2 入選 兵庫 白陵 1 田中　之葉
近代科学としての文学～『宇治拾
遺物語』を引き合いに

【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 岩手 県立盛岡第三 1 西山　綾乃 優先席

2 入選 山形 県立山形西 1 渡邉　萌果 登校中のよしなしごと

3 入選 岩手 県立盛岡第三 1 柳澤　麗奈 糖分約53gの友情
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【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
文部科学大臣賞

岩手 県立盛岡第四 2 角掛　杏美
揺鈴爽風～チャグチャグ馬コに寄
せて～

2
優秀賞
読売新聞社賞

東京 女子学院 1 菊地　愛佳 寄席太鼓にのせられて

3

優秀賞
高文連全国文芸
専門部会長賞

富山 県立富山東 3 森田　玲奈 足音が重なる時

4 優秀賞 宮城 仙台市立仙台青陵中等教育 6 高島　美羽 星空

5 優秀賞 山形 県立山形西 3 落合　真子 蒼天

6 優秀賞 岩手 県立一関第一 3 阿部　朱莉 私の内部構造

7 優良賞 島根 県立出雲 3 川上　雄大 修正テープ

8 優良賞 岩手 県立水沢 3 髙橋　瑞月 車窓映画館

9 優良賞 岩手 県立盛岡第四 2 佐々木　綾香 道半ば

10 優良賞 秋田 県立秋田北 3 工藤　やよい 羽化するこどもたち

11 優良賞 東京 都立松原 3 小松　由妃 言葉の夜空

12 優良賞 北海道 北海道札幌東 3 寺井　楓花 白紙の海

13 優良賞 広島 県立尾道北 3 山田　モナミ 言葉を選ばないで

14 優良賞 石川 県立金沢錦丘 2 中村　莉子 SNS症候群

15 優良賞 佐賀 弘学館 1 星下　笑瑠 私は霧雨

16 優良賞 兵庫 県立神戸 3 福島　志穂 昼間の沈黙

17 入選 広島 県立広島 2 赤木　佑実 森閑

18 入選 岩手 県立水沢 2 千田　洋平 まどろみ

19 入選 北海道 北海道札幌北 3 福本　くるみ 光陰

20 入選 岩手 県立盛岡第四 3 熊谷　陽佑 天空への願い

21 入選 岩手 県立花巻北 3 菊池　夕莉夏 お洗濯

22 入選 広島 県立庄原格致 2 畑山　めい 依存

23 入選 島根 県立大田 2 三明　莉子 目標

24 入選 長野 長野県長野吉田 1 三好　花佳 時間

25 入選 宮城 宮城県白石 1 菅原　彩乃 とある手紙

26 入選 群馬 県立前橋 3 髙𣘺　幸寛 投げる

27 入選 島根 県立大田 2 渡利　真子 鬼の子

28 入選 大分 県立大分鶴崎 3 姫野　朱音 声

29 入選 岩手 県立盛岡第四 1 石澤　遥 帰り道

30 入選 北海道 北海 2 佐々木　円香 学生疎開

31 入選 福岡 筑紫女学園 3 進藤　ありさ 夏の背中



第33回全国高等学校文芸コンクール　　3／5

【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
高文連全国文芸
専門部会長賞

青森 県立八戸 1 谷地村　昴 できたての

2 優秀賞 岩手 盛岡誠桜 3 熊谷　萌 すれ違う

3 優秀賞 宮城 宮城県小牛田農林 2 千葉　琴羽 黙祷す

4 優秀賞 宮城 宮城県宮城第一 3 石垣　萌子 忘れ物

5 優秀賞 埼玉 星野 1 野城　知里 布製の

6 優秀賞 群馬 県立高崎 1 大橋　弘典 矢を放つ

7 優良賞 岩手 県立盛岡第二 2 齊藤　花歩 新学期

8 優良賞 宮城 宮城県古川 1 髙橋　梨咲 透き通る

9 優良賞 宮城 仙台白百合学園 3 田﨑　円 何歳に

10 優良賞 宮崎 宮崎学園 3 河野　真魚 消しゴムが

11 優良賞 富山 県立八尾 3 番匠　夏子 流浪する

12 優良賞 群馬 県立太田 2 髙草木　佑弥 母さんの

13 優良賞 群馬 県立太田 3 日比谷　清史 後輩に

14 優良賞 群馬 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育 5 植木　麻衣 こんなはず

15 優良賞 栃木 県立大田原 2 阿美　幸樹 窓ガラス

16 優良賞 佐賀 弘学館 2 丸田　晴香 鉄枠の

17 入選 岩手 県立盛岡第二 1 山﨑　千成都 天の川

18 入選 岩手 県立盛岡第二 3 牛越　凜 フラワームーン

19 入選 宮城 宮城県岩出山 1 菅原　澪 ゆるやかに

20 入選 秋田 県立秋田西 1 金澤　厳希 図書館で

21 入選 広島 県立尾道北 3 前山　春菜 公式を

22 入選 長野 飯田女子 3 佐々木　優果 なんといふ

23 入選 大分 県立大分鶴崎 3 局　桃花 譲ってよ

24 入選 岩手 県立一関第一 1 佐々木　夏美 おみくじの

25 入選 静岡 県立沼津西 3 澤田　詩織 黄昏の

26 入選 北海道 北海道旭川東 3 佐々木　素美花限界まで

27 入選 群馬 県立太田東 2 安齋　隼利 落日の

28 入選 長野 伊那西 2 浦野　瑚々実 錆色の

29 入選 青森 県立八戸 2 泉水　梨乃 夏服の

30 入選 愛知 名古屋 2 横井　来季 ガガーリン

31 入選 長野 長野県長野吉田 1 小栁　深知可 とがらずに
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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
読売新聞社賞

岩手 県立水沢 2 菅原わかば フラスコの

2 優秀賞 広島 県立広島 2 赤木佑実 うんていを

3 優秀賞 山口 県立徳山 2 浅原佑斗 天窓に

4 優秀賞 宮城 仙台白百合学園 2 原田麻衣 冬の雷

5 優秀賞 愛媛 県立今治西 3 矢野玲 水といふ

6 優秀賞 青森 県立七戸 2 芋田三季 欠伸して

7 優良賞 石川 県立金沢桜丘 2 向美咲 春眠の

8 優良賞 山口 県立高森 1 末廣千鶴 夕の雨

9 優良賞 山口 県立徳山 3 沖大貴 タンカーの

10 優良賞 宮城 宮城県小牛田農林 3 澤田大弥 白南風や

11 優良賞 愛知 名古屋 2 難波朔矢 向日葵を

12 優良賞 愛知 県立岡崎東 2 佐野ひより 墓参り

13 優良賞 愛知 県立幸田 2 大橋愛香 新涼や

14 優良賞 青森 県立八戸 2 川崎詩織 国後へ

15 優良賞 北海道 北海道旭川東 2 中井雪乃 丁寧に

16 入選 山口 県立熊毛南 3 川野愛里紗 流星の

17 入選 宮城 宮城県名取北 3 三品百花 瓦礫消え

18 入選 岩手 県立水沢 3 及川真矢 終戦日

19 入選 岩手 県立水沢 3 齋藤陸斗 くるぶしの

20 入選 岩手 県立水沢 3 軍司彩里 春風や

21 入選 秋田 秋田市立秋田商業 3 佐々木夏音 風鈴や

22 入選 秋田 県立湯沢 2 水口早希 緑陰に

23 入選 青森 県立七戸 1 大池香 朝焼や

24 入選 愛知 名古屋 3 細井淳平 この街に

25 入選 愛知 名古屋 3 牛田大貴 秋雨の

26 入選 山梨 県立山梨 2 山本実夢 門を出る

27 入選 石川 県立金沢錦丘 3 廣田明優 嘘を吐く

28 入選 山梨 県立笛吹 2 名取陽永 江ノ電の

29 入選 岡山 県立岡山朝日 1 小田純輝 ベランダに

30 入選 東京 都立上野 2 矢嶋優奈 童心を
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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 県立盛岡第四 文芸部 志髙文芸　五十二号

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60号

3 優秀賞 岩手 県立盛岡第三 文芸部 黎　第十八号

4 優秀賞 福島 県立磐城 文学部 磐高文学　第七十五号

6 優良賞 長野 長野県上田 文芸班 松尾文藝　七十七号

7 優良賞 埼玉 県立浦和第一女子 文芸部 道標　六十九号

8 優良賞 広島 県立尾道北 文芸部 カプリチオ77

9 優良賞 滋賀 県立彦根東 文芸部 窓　第七五号

10 優良賞 群馬 県立高崎女子 文芸部 椎樹75号

優良賞 大分 県立大分上野丘 文芸部 青窓　84号

11 奨励賞 富山 高岡第一 文芸部 邂逅　第十二号

12 奨励賞 宮城 宮城県小牛田農林 文芸部 雪月雷花　第二十五号

13 奨励賞 広島 県立広島 文芸部 ねこのしっぽ　第八号

14 奨励賞 岩手 県立盛岡第二 文学研究部 はなぶさ　　四十一号

15 奨励賞 宮城 仙台白百合学園 文芸部 紫苑　第五十二号

16 奨励賞 山形 県立長井 文芸部 せきれい　第九十二号

17 奨励賞 茨城 県立水戸第二 文芸部 瑞木　第七十三号

18 奨励賞 山口 県立徳山 文芸部 耿光80号

19 奨励賞 北海道 北海道札幌南 文芸同好会 六華　創刊号

20 奨励賞 北海道 市立函館 文芸部 海碧　第33輯

【文芸部誌部門】

学　校　名


