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部門 賞 賞（　）内 一覧順No.学校No.校名 校種 学年 生徒氏名 作品
小説 教育長賞 （優秀） 1 55 横浜市立横浜サイエンスフロンティア 高等学校 １年 春名　柊夜 名は過去を運ぶ　　
小説 高文連会長賞 （優良） 2 357 日本女子大学附属 高等学校 ２年 小野寺　咲耶 知らない少年
小説 高文連会長賞 （優良） 3 303 県立多摩 高等学校 ３年 山本　晴道 きみとみたうみ
小説 高文連会長賞 （佳作一席） 4 48 県立上矢部 高等学校 ２年 新美　凪彩 導きの山
小説 高文連会長賞 （佳作一席） 5 453 清泉女学院 高等学校 １年 清水　萌 カレー
小説 高文連会長賞 （佳作一席） 6 427 県立平塚中等教育学校 ５年 望月　真珠彩 あの木の花が全て散るまでに
小説 佳作 （佳作二席） 7 453 清泉女学院 高等学校 １年 小谷　祐由 ばかなぼく
小説 佳作 （佳作二席） 8 416 県立鶴嶺 高等学校 ３年 比嘉　美波 珊瑚色の口紅
小説 佳作 （佳作二席） 9 357 日本女子大学附属 高等学校 ３年 秦野　桃子 ベランダと夏時計
小説 佳作 （佳作二席） 10 416 県立鶴嶺 高等学校 １年 遠藤　凪紗 晴れのち雨
小説 佳作 （佳作二席） 11 425 県立大船 高等学校 １年 野末　海 四月一日
小説 佳作 （佳作二席） 12 131 山手学院 高等学校 ２年 山本　采花 海月
小説 佳作 （佳作二席） 13 453 清泉女学院 高等学校 １年 二神　瑛梨 星空に笑う
小説 佳作 （佳作二席） 14 453 清泉女学院 高等学校 １年 河村　すず 海月の泳ぐ夏
小説 佳作 （佳作二席） 15 461 日本大学藤沢 高等学校 １年 君嶋　咲 会わせて合わせて逢わせ四辻
小説 佳作 （佳作二席） 16 357 日本女子大学附属 高等学校 １年 堀井　すみれ シュリンクスのナイトメア

※整理の都合上作品も横書きになっています。ご了承下さい。



２０１８年度文芸コンクール入選者名簿（部門・賞順）　2

部門 賞 賞（　）内 一覧順No.学校No.校名 校種 学年 生徒氏名 作品
詩 教育長賞 （優秀） 17 656 向上 高等学校 ２年 佐藤　るか 波に失せ物　　　
詩 高文連会長賞 （優秀） 18 4 県立川和 高等学校 ２年 立石　夏海 帰り道
詩 高文連会長賞 （優秀） 19 1 県立鶴見 高等学校 １年 小林　開 透明
詩 高文連会長賞 （優秀） 20 427 県立平塚中等教育学校 ４年 梯　桃子 前進
詩 高文連会長賞 （優秀） 21 303 県立多摩 高等学校 ２年 矢木　月菜 無題
詩 高文連会長賞 （優良） 22 4 県立川和 高等学校 ２年 勝元　暁 読書
詩 高文連会長賞 （優良） 23 357 日本女子大学附属 高等学校 １年 鈴木　香乃 夏の世界
詩 高文連会長賞 （優良） 24 416 県立鶴嶺 高等学校 １年 鈴木　春菜 答え
詩 高文連会長賞 （優良） 25 357 日本女子大学附属 高等学校 ２年 真下　絵梨花 まーちゃんの結婚式
詩 高文連会長賞 （優良） 26 317 県立麻生 高等学校 １年 番場　航太郎 「　　　　　」
詩 佳作 27 4 県立川和 高等学校 ２年 多胡　ことね におい
詩 佳作 28 716 県立相模原養護 高等学校 ３年 荒川　陸人 夏の虫
詩 佳作 29 461 日本大学藤沢 高等学校 １年 山野　みまり 五線譜
詩 佳作 30 1 県立鶴見 高等学校 １年 手塚　智美 氷
詩 佳作 31 625 県立橋本 高等学校 ２年 小島　南 祖父
詩 佳作 32 317 県立麻生 高等学校 ３年 矢田　安侑子 ちよこれいとでさようなら
詩 佳作 33 317 県立麻生 高等学校 ３年 川嶋　美沙希 たまごかけご飯
詩 佳作 34 101 フェリス女学院 高等学校 １年 薮下　優海 草むら
詩 佳作 35 427 県立平塚中等教育学校 ４年 藤田　凜々子 激発
詩 佳作 36 427 県立平塚中等教育学校 ４年 栗原　愛佳 タイムカプセル
詩 佳作 37 129 横浜 高等学校 ２年 家入　嶺馬 獣道
詩 佳作 38 301 県立川崎 高等学校 １年 河端　瑠夏 二人ぼっち
詩 佳作 39 141 公文国際学園高等部 ３年 相馬　采奈 劇団ハナミカイ
詩 佳作 40 201 県立横須賀 高等学校 ２年 高橋　璃音 小は大よりも大きく広がっている
詩 佳作 41 131 山手学院 高等学校 １年 小林　初夏 神様、神様

※整理の都合上作品も横書きになっています。ご了承下さい。
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部門 賞 賞（　）内 一覧順No.学校No.校名 校種 学年 生徒氏名 作品
短歌 教育長賞 （優秀） 42 333 川崎市立高津 高等学校 １年 坂田　愛花 大人にはくだらないねと笑われるそんな話が今は楽しい　　
短歌 高文連会長賞 （優秀） 43 455 鎌倉女学院 高等学校 ３年 小野坂　知子 飛び起きてでも前髪は整えて駆け込むバスに君がいるから
短歌 高文連会長賞 （優秀） 44 55 横浜市立横浜サイエンスフロンティア 高等学校 １年 貞岡　直 はいきがすせかいはたぶん道化師で空っぽの夜月がわらった
短歌 高文連会長賞 （優秀） 45 303 県立多摩 高等学校 ２年 森下　由子 「とっても」の「っ」の一文字にも全力のまだこれからの、三歳の君
短歌 高文連会長賞 （優秀） 46 84 横浜市立桜丘 高等学校 ３年 濵倉　麻美 薔薇の香りが苦手だった無理矢理に大人になろうとしてるみたいで
短歌 高文連会長賞 （優良） 47 25 県立金井 高等学校 ３年 木村　朋佳 土砂の中生きたいとのばす子どもの手つかめるように行くボランティア
短歌 高文連会長賞 （優良） 48 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 柴田　大希 高架線夏の陽射しに目がくらむ第一ボタン外せば風が
短歌 高文連会長賞 （優良） 49 455 鎌倉女学院 高等学校 ３年 右近　初奈 制服のスカートめくる強風とたたかう夏も今年が最後
短歌 高文連会長賞 （優良） 50 1 県立鶴見 高等学校 １年 中村　美紀 浴衣着てあなたの隣で歩きたいキャベツだらけの焼きそば買って
短歌 高文連会長賞 （優良） 51 416 県立鶴嶺 高等学校 １年 福村　羽雪 いってきますそれが言えてる毎日を普通と思える日本は平和
短歌 高文連会長賞 （優良） 52 357 日本女子大学附属 高等学校 ２年 赤堀　美有 六月の夕立ち浴びて走り出す誰もが皆夏を待ってた
短歌 高文連会長賞 （優良） 53 409 県立藤沢清流 高等学校 １年 室井　賢伸 鯉のぼり見つめて願う恋のぼれ上手くいかない十五の夏は
短歌 高文連会長賞 （優良） 54 303 県立多摩 高等学校 ３年 山本　晴道 自己中心的で意固地で気分屋で、挙げていったらきりがないのに
短歌 高文連会長賞 （優良） 55 84 横浜市立桜丘 高等学校 ３年 大城　葵 サイダーを飲み干したあと友と見た瓶越しの空きらめいていた
短歌 高文連会長賞 （優良） 56 201 県立横須賀 高等学校 １年 宮木　恒輔 泣きながらあなたのせいではないなんて忘れたくない言葉残して
短歌 佳作 57 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 樋口　幹太 夏休み節約の為にクーラーをつけずにがまんできずにつける
短歌 佳作 58 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 清野　美咲 意味は無い「勉強した？」と「してない」はテスト期間の挨拶代わり
短歌 佳作 59 333 川崎市立高津 高等学校 １年 山田　陽奈子 ごろごろと冷たい床を探しては移動しながら寝つづける猫
短歌 佳作 60 333 川崎市立高津 高等学校 １年 中村　心太郎 なんなんだ追試の時の先生は僕らの数倍やる気が出てる
短歌 佳作 61 455 鎌倉女学院 高等学校 １年 金澤　響子 わたくしに梅雨の空など似合わないだから真っ赤な傘で歩こう
短歌 佳作 62 455 鎌倉女学院 高等学校 ３年 杉岡　由貴 お土産の西瓜を提げて登る坂こんな重さは嫌いじゃないよ
短歌 佳作 63 455 鎌倉女学院 高等学校 ３年 関野　愛夏 夏休み家と予備校往復し画面の中の海を眺める
短歌 佳作 64 455 鎌倉女学院 高等学校 ３年 大久保　紗恵 うきうきと着信音を待つ間髪ととのえる意味もないのに
短歌 佳作 65 455 鎌倉女学院 高等学校 ３年 飯山　彩菜 あと５分　あと５分だけ夢の中起きたら家出るまで　あと５分
短歌 佳作 66 459 湘南白百合学園 高等学校 ２年 原田　紗捺 今までに犯した罪を数えつつ朝焼色の口紅をひく
短歌 佳作 67 657 柏木学園 高等学校 ２年 阿部　由香里 路地裏をのっそり歩く白ネコが綿毛飛ばして気まぐれに鳴く
短歌 佳作 68 357 日本女子大学附属 高等学校 ３年 一ツ子　綾乃 黒猫と仲良くなりたい午後三時日なたの中の虹を探して
短歌 佳作 69 317 県立麻生 高等学校 ３年 小村　瑠菜 青空に入道雲がそびえたつ子亀の旅の始まりを告げる
短歌 佳作 70 409 県立藤沢清流 高等学校 １年 大瀧　理楠 友達と出会ってからまだ四ヶ月ずっと前から知ってるみたい
短歌 佳作 71 409 県立藤沢清流 高等学校 ３年 鈴木　真瑠 勇気出ず私はいつも蚊帳の中安全地帯を今一歩出る
短歌 佳作 72 409 県立藤沢清流 高等学校 ２年 新井　理紗 父の日に思い出すのはラムネだまいまもあなたに甘えてしまう
短歌 佳作 73 301 県立川崎 高等学校 １年 薄衣　唯華 森の中気高く自由な君ならば紅の百合に気づくことなく
短歌 佳作 74 141 公文国際学園高等部 １年 浅野　遥 道端のたんぽぽひらき風がふく大きくゆれて門出を祝う
短歌 佳作 75 212 県立逗葉 高等学校 ３年 長嶋　芽 目を閉じるただそれだけでこえにおいあなたのすべて脳裏をよぎる
短歌 佳作 76 201 県立横須賀 高等学校 ２年 中間　果帆 また明日その一言を今日もまた素知らぬ顔でぐっと飲み込む
短歌 佳作 77 201 県立横須賀 高等学校 １年 手島　海緒 ありがとうやりたいことが違うからはじめて君のそばを離れる
短歌 佳作 78 84 横浜市立桜丘 高等学校 ３年 杉本　愛莉 後輩がそのまた下の後輩に言った言葉に聞き覚えがある
短歌 佳作 79 84 横浜市立桜丘 高等学校 ３年 河内　千紗 嘘をつく準備はできたいつもより赤い唇弓なりに曲げ
短歌 佳作 80 84 横浜市立桜丘 高等学校 ３年 渋谷　葵 気づくかな少しだけ切った前髪をあなたの前だといじってしまう
短歌 佳作 81 84 横浜市立桜丘 高等学校 ３年 大野　真南斗 夏祭り人混みわけてポロロッカ握った手離れ流れていった

※整理の都合上作品も横書きになっています。ご了承下さい。
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部門 賞 賞（　）内 一覧順No.学校No.校名 校種 学年 生徒氏名 作品
俳句 県知事賞 （優秀） 82 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 レトラン　ミン　ギアのけ反るほど入道雲が空高く
俳句 高文連会長賞 （優秀） 83 607 県立厚木東 高等学校 ２年 村井　美優 こいのぼり洗濯物をしたがへて
俳句 高文連会長賞 （優秀） 85 409 県立藤沢清流 高等学校 ３年 江藤　優里亜 雪が降り皆立ち上がる二時間目
俳句 高文連会長賞 （優秀） 86 317 県立麻生 高等学校 ３年 川嶋　美沙希 クワガタを父が二等で持ち帰る
俳句 高文連会長賞 （優秀） 87 201 県立横須賀 高等学校 ２年 雪田　ちひろ 風鈴を鳴らすのはもう次の風
俳句 高文連会長賞 （優良） 88 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 山田　結衣 除夜の鐘家の中まで届きけり
俳句 高文連会長賞 （優良） 89 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 寺山　颯太 風船やはるかかなたの風にのる
俳句 高文連会長賞 （優良） 90 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 中村　心優 再開の笛の合図のプールかな
俳句 高文連会長賞 （優良） 91 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 三橋　亜由子 白息が我を離れて消えていく
俳句 高文連会長賞 （優良） 92 409 県立藤沢清流 高等学校 ２年 橋本　拓海 原爆の日蝉の声だけ一分間
俳句 高文連会長賞 （優良） 93 622 県立上鶴間 高等学校 ３年 河手　天蘭 桜散り聞こえぬように嘘をつく
俳句 高文連会長賞 （優良） 94 201 県立横須賀 高等学校 ２年 大橋　怜司 湿る森ひぐらし起きる日の出前
俳句 高文連会長賞 （優良） 95 84 横浜市立桜丘 高等学校 ３年 山瀬　凪 夕立が黒く染めてくアスファルト
俳句 高文連会長賞 （優良） 96 84 横浜市立桜丘 高等学校 ３年 伊東　宏晟 夕立に流れる川のうめき声
俳句 高文連会長賞 （優良） 97 1 県立鶴見 高等学校 １年 長谷川　しおり 漕ぐ舟の蓮に埋もれるオールかな
俳句 佳作 98 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 水野　玲菜 風吹いて冷たい空気うごきけり
俳句 佳作 99 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 一ノ渡　紗羅 おどされるごとく日に日に寒くなる
俳句 佳作 100 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 増山　丈 惜しまれることのいくつか除夜の鐘
俳句 佳作 101 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 長谷川　海凪 冬の月上げたる空の黒さかな
俳句 佳作 102 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 石川　ケン ゆっくりと見る新年の雪の庭
俳句 佳作 103 424 県立平塚湘風 高等学校 ２年 田中　玲那 しらす漁花の港を出航す
俳句 佳作 104 716 県立相模原養護 高等学校 ３年 古楠　春奈 ながれぼしはてしない空続いてる
俳句 佳作 105 638 県立厚木西 高等学校 １年 長田　楓花 さみしいとアルバムを見る夏の果て
俳句 佳作 106 416 県立鶴嶺 高等学校 １年 持田　岳澄 老犬にうちわの風を送りけり
俳句 佳作 107 607 県立厚木東 高等学校 ２年 竹内　静雨 水たまり自分の姿見る子猫
俳句 佳作 108 607 県立厚木東 高等学校 ２年 鈴木　凜 春風や期限の切れた定期券
俳句 佳作 109 607 県立厚木東 高等学校 ２年 畑澤　菜緒 寝そべらむ黄金の稲の波の上
俳句 佳作 110 607 県立厚木東 高等学校 ２年 岩間　祐太 春風やページけばだつ参考書
俳句 佳作 111 607 県立厚木東 高等学校 ２年 西牧　詩織 蔵掃除ようやく終わりソーダ水
俳句 佳作 112 607 県立厚木東 高等学校 ２年 杉山　ありさ 土の香のただよう街や梅雨明くる
俳句 佳作 113 657 柏木学園 高等学校 ３年 松田　麗那 夏の夜の火星のひかり届きたり
俳句 佳作 114 357 日本女子大学附属 高等学校 ２年 守岡　彩那 夕焼に染まる丸顔父ゆずり
俳句 佳作 115 317 県立麻生 高等学校 ３年 矢田　安侑子 ドングリや君に勝つこと探してる
俳句 佳作 116 141 公文国際学園高等部 １年 森田　あかり 拝殿に続く猛暑の八百段
俳句 佳作 117 301 県立川崎 高等学校 １年 河端　瑠夏 いつまでも弱虫のまま雨蛙
俳句 佳作 118 201 県立横須賀 高等学校 ２年 本田　麻倫 帰省して少し幼く見える母
俳句 佳作 119 201 県立横須賀 高等学校 ２年 今井　響大 脳みその芯まで冷やせかきごおり
俳句 佳作 120 84 横浜市立桜丘 高等学校 ３年 江部　まりあ 朝露をはじいて濡らす爪のさき
俳句 佳作 121 84 横浜市立桜丘 高等学校 ３年 宮原　愛実 ストローをさして吸いたい夏の空
俳句 佳作 122 84 横浜市立桜丘 高等学校 ３年 大村　友花 方言を真似して過ごす盆休み

※俳句の部　最優秀のレトランミンギアさんは「教育長賞」ではなく「県知事賞」になります

※整理の都合上作品も横書きになっています。ご了承下さい。


