
第３７回全国高等学校文芸コンクール入賞者名簿 1／5

【小説部門】

賞 都道府県 学校名 学年 氏名 題名

1
最優秀賞
文部科学大臣賞

宮城 仙台市立仙台青陵中等教育学校 五年 横山　晴香 鷲寿司

2 優秀賞 岩手 岩手県立盛岡第二高等学校 三年 菊池　結衣 悠久メモリー

3 優秀賞 福岡 筑紫女学園高等学校 三年 廣田　胡春 筑前煮の魔法

4 優秀賞 岩手 岩手県立盛岡第二高等学校 二年 佐々木　椿 キャンバスのシロツメクサ

5 優秀賞 岩手 岩手県立盛岡第三高等学校 三年 西澤　あづき うすけむり

6 優秀賞 岩手 岩手県立盛岡第三高等学校 二年 岩崎　野乃花 稲が揺れるころ

7 優秀賞 山形 山形県立酒田東高等学校 三年 綱淵　風音 叫べ！ボーイズ！！

8 優秀賞 石川 石川県立小松高等学校 三年 高橋　奏羽 でんわにでんわ

9 優秀賞 北海道 北海道旭川南高等学校 二年 長尾　和樹 午後十四時のキマイラ

10 優良賞 兵庫 白陵高等学校 一年 森　和香子 時速三百キロのタイムマシン

11 優良賞 岩手 岩手県立盛岡第四高等学校 二年 佐藤　恭介 演算の少年

12 優良賞 宮城 宮城県宮城第一高等学校 一年 土井　雅美 三閉伊一揆

13 優良賞 長野 長野県長野吉田高等学校 三年 有賀　柊佳 ハングアウト

14 優良賞 岩手 岩手県立花巻北高等学校 二年 伊藤　茜 「ブルー・ジーニアス」

15 入選 富山 高岡第一高等学校 三年 前川　雅拓 木屑の香り

16 入選 青森 青森県立青森高等学校 三年 荒川　智哉 螺旋

17 入選 福島 福島県立磐城高等学校 二年 榎本　佳歩 おひさま

18 入選 岩手 岩手県立水沢高等学校 一年 佐々木　いろは 左足の革命

19 入選 青森 青森県立八戸高等学校 三年 宮下　透子 母の日記

20 入選 福井 福井県立科学技術高等学校 三年 加藤　晴香 マザー・ポイズン

21 入選 宮城 宮城県古川黎明高等学校 二年 髙橋　苺子 三年と五秒間

22 入選 大分 大分県立大分豊府高等学校 一年 伊藤　悠果 月明かり

23 入選 東京 学習院女子高等科 一年 篠原　桜子 朝日

【文芸評論部門】

NO. 賞 都道府県 学校名 学年 氏名 題名

1 優良賞 山形 山形県立新庄北高等学校 二年 堀米　美鈴
「静物」はいったい何に対して
怒っているのだろう？

【随筆部門】

賞 都道府県 学校名 学年 氏名 題名

1
優秀賞
読売新聞社賞

兵庫 兵庫県立明石高等学校 三年 松本　明日香 『とおい、おもいで』

2 優良賞 茨城 茨城県立水戸第一高等学校 一年 大峯　健太郎 ハイビスカスの咲く丘で

3 優良賞 岩手 盛岡白百合学園高等学校 三年 佐々木　郁 じいちゃんのおにぎり
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【詩部門】

賞 都道府県 学校名 学年 氏名 題名

1
最優秀賞
文部科学大臣賞

三重 高田高等学校 三年 長﨑　桃子 再起

2 優秀賞 秋田 秋田県立横手高等学校 三年 髙橋　凛 「 せっくす 」

3 優秀賞 宮城 宮城県古川高等学校 三年 村山　真子 その子は

4 優秀賞 茨城 茨城県立取手第二高等学校 三年 草間　櫻 桜のやうな

5 優秀賞 兵庫 兵庫県立長田高等学校 二年 三宅　野乃華 青と一人

6 優秀賞 北海道 市立札幌旭丘高等学校 一年 井鳥　レイチェル 転校

7 優良賞 岩手 岩手県立黒沢尻北高等学校 三年 橋本　清花 「無敵女子高生」

8 優良賞 山形 酒田南高等学校 二年 池田　柑美 牛渡川にひらく

9 優良賞 岩手 岩手県立盛岡第三高等学校 三年 石井　鈴乃 きみとぼくと村田太郎と

10 優良賞 三重 高田高等学校 三年 岸本　花梨 実

11 優良賞 福島 福島県立磐城高等学校 三年 髙橋　ひより 発明

12 優良賞 群馬 共愛学園高等学校 一年 野村　実紗子 にわか雨

13 優良賞 青森 青森県立青森高等学校 三年 長内　ののか 喪失

14 優良賞 宮城 仙台市立仙台高等学校 三年 阿部　優 さかな

15 優良賞 岩手 岩手県立盛岡第一高等学校 二年 佐々木　麻佑子 旅行記

16 優良賞 東京 渋谷教育学園渋谷高等学校 三年 高野　知宙 常世テラリウム

17 入選 北海道 北海道旭川西高等学校 三年 大西　彩音 手

18 入選 秋田 秋田県立秋田北高等学校 二年 角崎　良佳 私の妖精

19 入選 岡山 岡山県立倉敷古城池高等学校 三年 三宅　千慧 覗き見

20 入選 岩手 岩手県立花北青雲高等学校 三年 戸田　彩水 前世漫談

21 入選 石川 石川県立金沢桜丘高等学校 二年 中園　和花 三人称

22 入選 福島 東日本国際大学附属昌平高等学校 三年 志賀　新南 水槽

23 入選 山梨 山梨県立韮崎高等学校 三年 中沢　智也 ハードロック

24 入選 岩手 岩手県立黒沢尻北高等学校 三年 佐藤　優杏 日常

25 入選 宮城 仙台市立仙台青陵中等教育学校 五年 横山　晴香 不可逆

26 入選 宮城 仙台市立仙台高等学校 三年 阿部　優 あのころ

27 入選 群馬 群馬県立前橋高等学校 二年 大井　颯汰朗 祖母の家

28 入選 愛知 愛知県立豊橋西高等学校 一年 服部　孝太 バナナ

29 入選 秋田 秋田県立能代高等学校 二年 西村　慧亮 ペール・ギュント
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【短歌部門】

賞 都道府県 学校名 学年 氏名 初句

1
最優秀賞
読売新聞社賞

三重 高田高等学校 三年 岸本　花梨 ひと型の

2 優秀賞 秋田 秋田県立秋田北高等学校 二年 赤塚　香布美 七夕に

3 優秀賞 秋田 秋田県立横手高等学校 三年 阿部　そなた 良い雨は

4 優秀賞 奈良 奈良県立国際高等学校 三年 堺　琴葉 スカートに

5 優秀賞 宮城 宮城県気仙沼高等学校 一年 昆野　永遠 本にある

6 優秀賞 岩手 岩手県立一関第一高等学校 一年 千葉　真桜 開かれた

7 優良賞 長野 長野県長野高等学校 三年 内山　詩菜 マイク前

8 優良賞 宮城 宮城県宮城第一高等学校 二年 大塚　悠水 人の死が

9 優良賞 岩手 岩手県立盛岡第四高等学校 二年 岡　樹 歯磨き粉

10 優良賞 岩手 岩手県立盛岡第二高等学校 二年 高宮　花那 夕暮れに

11 優良賞 青森 青森県立八戸西高等学校 三年 向井　心和 放課後の

12 優良賞 岡山 岡山県立倉敷古城池高等学校 二年 西﨑　琥珀
西は価のつくりの部分

ああ今日は

13 優良賞 鹿児島 鹿児島県立松陽高等学校 一年 里山　璃空 たっぷりの

14 優良賞 愛知 愛知県立豊橋西高等学校 三年 中村　颯汰 馬に似た

15 優良賞 東京 東京都立城東高等学校 三年 瀬尾　哩功 投げられて

16 優良賞 愛知 名古屋高等学校 一年 鈴木　哲平 問答を

17 入選 北海道 北海道札幌西高等学校 二年 小倉　寛史 悲しさも

18 入選 山形 酒田南高等学校 三年 齋藤　さくら 新学期

19 入選 長野 伊那西高等学校 一年 小林　夏緒 リビングで

20 入選 茨城 茨城県立水戸第一高等学校 二年 山本　もも 妹の

21 入選 宮城 宮城県宮城第一高等学校 二年 小宮　瑠華 牛乳を

22 入選 群馬 群馬県立太田高等学校 二年 平野　稜汰 真実は

23 入選 岡山 岡山県立新見高等学校 三年 小田　侑季 ざりざりと

24 入選 長野 長野県長野吉田高等学校 三年 原田　実莉 墓参り

25 入選 岩手 岩手県立盛岡第二高等学校 二年 佐々木　椿 松茸の

26 入選 青森 青森県立八戸西高等学校 三年 河野　咲良 初デート

27 入選 佐賀 敬徳高等学校 二年 熊川　夏希 金曜日

28 入選 山口 山口県立徳山高等学校 三年 山本　涼香 コリオリの

29 入選 神奈川 山手学院高等学校 一年 石濱　心真 氷山の

30 入選 愛媛 今治明徳高等学校 二年 阿部　麗妃 ふわっと着る

31 入選 福岡 筑紫女学園高等学校 二年 木村　茉緒 首かしげ
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【俳句部門】

賞 都道府県 学校名 学年 氏名 初句

1
最優秀賞
全国文芸専門部
会長賞

福岡 筑紫女学園高等学校 二年 島　明佳音 やわらかく

2
優秀賞
読売新聞社賞

北海道 北海道旭川西高等学校 三年 大西　彩音 戦場の

3 優秀賞 秋田 秋田県立秋田北高等学校 二年 角崎　良佳 いつまでも

4 優秀賞 岩手 岩手県立水沢高等学校 二年 鈴木　綾乃 七月の

5 優秀賞 岩手 岩手県立盛岡第三高等学校 二年 水上　桃果 杜若

6 優秀賞 山形 山形県立山形東高等学校 一年 渡辺　悠月 地蔵包む

7 優良賞 愛知 愛知県立幸田高等学校 三年 宇野　ひなた ため息の

8 優良賞 青森 青森県立八戸西高等学校 三年 内澤　七美 野春菊

9 優良賞 大分 大分県立大分上野丘高等学校 三年 松田　怜奈 曇天の

10 優良賞 岐阜 岐阜県立大垣北高等学校 三年 岸　快晴 応援団（エンダン）の

11 優良賞 福岡 筑紫女学園高等学校 三年 石川　史枝 薫風や

12 優良賞 福岡 筑紫女学園高等学校 三年 佐藤　光 冬の宵

13 優良賞 福岡 筑紫女学園高等学校 二年 木村　茉緒 光透き

14 優良賞 青森 青森県立八戸西高等学校 三年 嶋森　藍那 疫病と

15 優良賞 北海道 北海高等学校 三年 髙木　亮汰 小春まだ

16 優良賞 茨城 茨城県立水戸第一高等学校 二年 鈴村　悠真 腹痛に

17 入選 山口 山口県立徳山高等学校 二年 大迫　悠真 閉村の

18 入選 石川 石川県立金沢泉丘高等学校 一年 山野　公土 実存とは

19 入選 広島 広島県立三次高等学校 一年 山本　朔乙 母の置く

20 入選 石川 石川県立金沢錦丘高等学校 二年 杉本　春菜江 水影や

21 入選 岩手 岩手県立盛岡第三高等学校 三年 西澤　あづき 朝凪や

22 入選 岩手 岩手県立盛岡第二高等学校 三年 照井　真悠 ボトルから

23 入選 滋賀 滋賀県立彦根東高等学校 二年 中井　鈴 とおいとおい

24 入選 岩手 岩手県立一関第二高等学校 二年 菅野　汐那 クロアゲハ

25 入選 北海道 北海道札幌西高等学校 三年 三浦　暖陽 終わりゆく

26 入選 茨城 茨城県立水戸第一高等学校 一年 二平　佑樹 終戦日

27 入選 福島 福島県立磐城高等学校 二年 坂本　佳樹 終バスの

28 入選 宮崎 宮崎県立高鍋高等学校 三年 菅原　美涼 冷水に

29 入選 岩手 岩手県立水沢高等学校 一年 佐藤　雫 梅雨曇

30 入選 愛知 愛知県立豊橋西高等学校 三年 中村　颯汰 蚯蚓鳴く
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【文芸部誌部門】

賞 都道府県 学校名 部名 部誌名

1
最優秀賞
文部科学大臣賞

福岡 筑紫女学園高等学校 文芸部 いさらゐ　６４号

2
優秀賞
一ツ橋文芸教育
振興会賞

岩手 岩手県立盛岡第四高等学校 文芸部 志髙文芸　５６号

3 優秀賞 秋田 秋田県立秋田南高等学校 文芸部 岬　第六十号

4 優秀賞 滋賀 滋賀県立彦根東高等学校 文芸部 窓　第七十九号

5 優秀賞 岩手 岩手県立盛岡第三高等学校 文芸部 黎　第二十二号

6 優秀賞 岩手 岩手県立花巻北高等学校 文芸部 『花北文学』第65号

7 優秀賞 福島 福島県立磐城高等学校 文学部 磐高文学　第八十号

8 優良賞 徳島 徳島県立脇町高等学校 文芸部 文卵　壬寅長月

9 優良賞 長野 長野県上田高等学校 文芸班 松尾文藝　第81号

10 優良賞 群馬 群馬県立高崎女子高等学校 文芸部 椎樹　第七十九号

11 優良賞 兵庫 白陵高等学校 文芸部 紅炎　令和４年号

12 優良賞 福島 福島県立磐城桜が丘高等学校 文芸部 閼伽井　第77号

13 優良賞 岩手 岩手県立水沢高等学校 文芸・短詩部 煌　第十九号

14 奨励賞 秋田 秋田県立横手高等学校 文芸部 美入野文学　復刊第２７号

15 奨励賞 広島 広島県立三次中学校・高等学校 文芸部 鏡花水月　第四号

16 奨励賞 山形 山形県立山形東高等学校 文芸部 楽書　令和４年度　第３号

17 奨励賞 大分 大分県立大分上野丘高等学校 文芸部 青窓　８８号

18 奨励賞 宮城 宮城県小牛田農林高等学校 文芸部 雪月雷花　第三十二号

19 奨励賞 宮城 仙台市立仙台高等学校 文芸部 Spirits.　Vol.81

20 奨励賞 埼玉 埼玉県立浦和第一女子高等学校 文芸部 道標　　七十三号

21 奨励賞 富山 高岡第一高等学校 文芸部 邂逅　第十六号

22 奨励賞 岩手 岩手県立盛岡第二高等学校 文学研究部 はなぶさ　第四十六号

23 奨励賞 宮崎 宮崎県立宮崎商業高等学校 文芸部 もくようび　１０号

24 奨励賞 茨城 茨城県立水戸第三高等学校 文芸部 あざりー2022　夏の号

25 奨励賞 山口 山口県立徳山高等学校 文芸部 耿光　第八十四号


