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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 ２年 貞岡　直 スクランブルエッグ　
小説 高文連会長賞 （優良） 2 357 日本女子大学附属 高等学校 ３年 村瀬　真秀子 １８１２
小説 高文連会長賞 （優良） 3 357 日本女子大学附属 高等学校 ２年 川端　由布子 朝顔
小説 高文連会長賞 （佳作一席） 4 1 県立鶴見 高等学校 １年 二木　駿介 正解の不正解
小説 高文連会長賞 （佳作一席） 5 108 青山学院横浜英和 高等学校 ２年 渡辺　凪 花と嵐の去り行く前に
小説 高文連会長賞 （佳作一席） 6 427 県立平塚中等教育学校 高等学校 ５年 関野　佳穏 お姉ちゃん
小説 佳作 （佳作二席） 7 1 県立鶴見 高等学校 １年 正田　貴大 思い出のゲームソフト
小説 佳作 （佳作二席） 8 108 青山学院横浜英和 高等学校 ２年 田路　深空 おもいをかかえて
小説 佳作 （佳作二席） 9 357 日本女子大学附属 高等学校 １年 恩田　栞奈 君がいた夏
小説 佳作 （佳作二席） 10 357 日本女子大学附属 高等学校 １年 石川　夏帆 美しい緑の惑星
小説 佳作 （佳作二席） 11 505 県立西湘 高等学校 ２年 岩本　幸大 仕事人間
小説 佳作 （佳作二席） 12 201 県立横須賀 高等学校 ２年 石井　太基 シークレットフレンド
小説 佳作 （佳作二席） 13 459 湘南白百合学園 高等学校 ２年 井田　真央 Ｂｌｕｅ
小説 佳作 （佳作二席） 14 357 日本女子大学附属 高等学校 ２年 平田　萌乃 快速急行くん
小説 佳作 （佳作二席） 15 645 県立神奈川総合産業 高等学校 ２年 島津　康平 学生ゴースト
小説 佳作 （佳作二席） 16 317 県立麻生 高等学校 １年 尾藤　美良乃 合羽

以下は最終選考まで残りながら、惜しくも選から漏れた作品です。

県立平塚江南高校　野本彩心　「風の幽霊」　／　清泉女学院高校　中澤百花　「てがみ」　／　中央大学附属横浜高校　山田脩誠　「彼岸の花」　／　　県立鶴嶺高校　源逸実　「思い」
日本女子大学附属高校　飯嶋あかり「シナリオライター」　／　日本女子大学附属高校　山上朋栞　「秘め事」　／　日本女子大学附属高校　青木理紗　「同盟なんて、鳥敢えず」
県立大船高校　平岡彩音　「この世界の推敲は」　／　橘学苑高校　井上詩万　「罪悪の追い夢」　／　橘学苑高校　木村明日香　「自称神様、他称仏様」
県立鶴見高校　根岸優亮　「鬼ヶ島の少女」　　／　県立横須賀高校　大田湧斗　「呟き」　／　県立麻生高校　江口舞　「大木公園」

※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
詩 教育長賞 （優秀） 17 55 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 ２年 平井　優奏 落涙　　　
詩 高文連会長賞 （優秀） 18 656 向上 高等学校 ３年 佐藤　るか ひとりぼっちの健康診断
詩 高文連会長賞 （優秀） 19 201 県立横須賀 高等学校 １年 菊池　壮哉 変わる音
詩 高文連会長賞 （優秀） 20 357 日本女子大学附属 高等学校 １年 太田　有紀 出来心
詩 高文連会長賞 （優秀） 21 357 日本女子大学附属 高等学校 １年 清水　満莉奈 自由のあなた
詩 高文連会長賞 （優良） 22 301 県立川崎 高等学校 ２年 河端　琉夏 明日
詩 高文連会長賞 （優良） 23 357 日本女子大学附属 高等学校 ２年 堀井　すみれ 狼
詩 高文連会長賞 （優良） 24 357 日本女子大学附属 高等学校 ２年 本庄　優里 ノスタルジックロジック
詩 高文連会長賞 （優良） 25 201 県立横須賀 高等学校 ２年 小林　加奈 夏の知らせ
詩 高文連会長賞 （優良） 26 301 県立川崎 高等学校 １年 田中　賢之 道
詩 佳作 27 459 湘南白百合学園 高等学校 １年 今村　瞳子 泥
詩 佳作 28 101 フェリス女学院 高等学校 １年 古川　侑愛 罪
詩 佳作 29 301 県立川崎 高等学校 １年 海瀬　大貴 近付いてくる
詩 佳作 30 357 日本女子大学附属 高等学校 １年 渡邉　真生子 日常的な心の動き、波
詩 佳作 31 84 横浜市立桜丘 高等学校 １年 矢吹　朋也 夜の雲
詩 佳作 32 317 県立麻生 高等学校 ２年 冨松　杏美 空
詩 佳作 33 116 橘学苑 高等学校 １年 信賀　志歩 私と別の、何か
詩 佳作 34 357 日本女子大学附属 高等学校 １年 藤田　雪菜 私の画用紙
詩 佳作 35 427 県立平塚中等教育学校 高等学校 ５年 松井　美優 八月
詩 佳作 36 84 横浜市立桜丘 高等学校 １年 藤澤　未来 七彩の世界
詩 佳作 37 409 県立藤沢清流 高等学校 １年 林　里香 全治百年の怪我
詩 佳作 38 108 青山学院横浜英和 高等学校 ２年 高堀　青葉 ひだりて
詩 佳作 39 201 県立横須賀 高等学校 １年 本郷　稜真 季節はめぐる
詩 佳作 40 1 県立鶴見 高等学校 １年 本田　瑠璃 北海道の風景
詩 佳作 41 427 県立平塚中等教育学校 高等学校 ５年 古谷　穂乃佳 水族館の小さな水槽に住む君

※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 84 横浜市立桜丘 高等学校 １年 鈴木　陽菜 ゲームならどんな試練も乗り越えるリアルの私もっとがんばれ
短歌 高文連会長賞 （優秀） 43 60 県立鶴見総合 高等学校 ３年 廣瀨　嶺奈 まだ青い若葉マークと思うなら私のことを知らなすぎるわ
短歌 高文連会長賞 （優秀） 44 303 県立多摩 高等学校 ３年 矢木　月菜 今年こそテープを切るぞ「位置について」「よーい」は出来てるいざ勝負「ドン！」
短歌 高文連会長賞 （優秀） 45 84 横浜市立桜丘 高等学校 １年 西田　萌恵 会いたくて調べた「ここからニュージャージー」一万九百十キロメートル
短歌 高文連会長賞 （優秀） 46 55 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 ２年 貞岡　直 とくべつと言われたかったよね、ごめん。私、青春、三角コーナー
短歌 高文連会長賞 （優良） 47 333 川崎市立高津 高等学校 ２年 青山　まこと すりすりと寄ってきたから撫でたのに威嚇してきた飛びのきざまに
短歌 高文連会長賞 （優良） 48 424 県立平塚湘風 高等学校 ３年 長谷川　海凪 青空にばさとはためく優勝の青組の旗空に溶けたり
短歌 高文連会長賞 （優良） 49 25 県立金井 高等学校 ３年 市川　萌 授業中落とした消しゴムかさなる手目と目があってすぐにそらした
短歌 高文連会長賞 （優良） 50 9 県立光陵 高等学校 ２年 小山　恵里奈 「髪切った？」あなたにあえて聞いたのは私の変化に気付かせるため
短歌 高文連会長賞 （優良） 51 409 県立藤沢清流 高等学校 ３年 中津　朝香 窓の外葉っぱでさえも輝いて夏期講習はまだ終わらない
短歌 高文連会長賞 （優良） 52 55 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 ２年 貞岡　直 こいだとかあいだとかまだ遠いまま水平線を歩いてみたい
短歌 高文連会長賞 （優良） 53 84 横浜市立桜丘 高等学校 １年 中野　達也 登校中気になる彼女の夏服のシャツの白さに立ちくらみする
短歌 高文連会長賞 （優良） 54 455 鎌倉女学院 高等学校 １年 岩田　知優 浮かんでもつながることのない言葉近づいてくるゴミ収集車
短歌 高文連会長賞 （優良） 55 455 鎌倉女学院 高等学校 １年 江口　彩夏 学校に来ないあの子のプリントがたまったちょっと重たい机
短歌 高文連会長賞 （優良） 56 212 県立逗葉 高等学校 ２年 緒方　菜々 平凡な私の日々に星が降る銀河を見せてくれたのは君
短歌 佳作 57 333 川崎市立高津 高等学校 ２年 橋之口　朱音 夏祭り大好物のチョコバナナ最後の一口地面に落ちた
短歌 佳作 58 333 川崎市立高津 高等学校 ２年 中村　心太郎 失敗をしてみて初めて気づくこと僕らはまだまだ守られている
短歌 佳作 59 333 川崎市立高津 高等学校 ２年 岩沢　萌 君のため買ったサンダル食い込んで足の傷まで思い出になる
短歌 佳作 60 424 県立平塚湘風 高等学校 ３年 末武　みゆ お化け屋敷クラスみんなが化けていて誰がだれだか分らなかった
短歌 佳作 61 60 県立鶴見総合 高等学校 ３年 廣瀨　嶺奈 葉桜で思い出すのはあの初夏の初めて君と話をした日
短歌 佳作 62 60 県立鶴見総合 高等学校 ３年 加藤　向陽 梅雨の日の降り止まぬ雨にアジサイは青さをまして幸せそうだ
短歌 佳作 63 1 県立鶴見 高等学校 １年 近藤　梨夏 青空に一筋の雲見つけたり清らかな風秋の始まり
短歌 佳作 64 109 横浜清風 高等学校 ３年 松岡　明李 黄金に輝く稲穂を束ねてはお狐さまに秋の報告
短歌 佳作 65 459 湘南白百合学園 高等学校 １年 平井　優理子 三月の練習会の二試合目の三番ですが覚えてますか
短歌 佳作 66 459 湘南白百合学園 高等学校 １年 菊池　みくり かげおくりあなたがずっと好きでした仰いだ空にきみが広がる
短歌 佳作 67 459 湘南白百合学園 高等学校 １年 本間　美帆 甘いものがまんしてるとでてくるのズンチャチャズンチャ躍るたいやき
短歌 佳作 68 656 向上 高等学校 ３年 岩田　千緒璃 遠くから来たのがあなたとわかるから思い焦がれたひととせ永し
短歌 佳作 69 357 日本女子大学附属 高等学校 ３年 野坂　萌乃果 さっきからスマホとずっとにらめっこ溶けるアイスと私をよそに
短歌 佳作 70 357 日本女子大学附属 高等学校 ３年 赤堀　美有 柔らかな日差しが緑に反射する午後の中庭チャイムよ鳴るな
短歌 佳作 71 9 県立光陵 高等学校 １年 田中　信英 缶コーヒー苦い香りを我慢してぐいっと飲んだ僕は大人さ
短歌 佳作 72 409 県立藤沢清流 高等学校 ２年 久保　颯志朗 海面にオレンジ色の滑走路飛んでいきたい夕日の中へ
短歌 佳作 73 416 県立鶴嶺 高等学校 １年 池田　美紅 アルバイト三十五度の屋外で潰れた梅を探し続ける
短歌 佳作 74 84 横浜市立桜丘 高等学校 １年 今安　優花 楽しげに金魚を掬う君の目も私の心もゆらゆら揺れて
短歌 佳作 75 84 横浜市立桜丘 高等学校 １年 三浦　義知 涙雨君が開いた雨傘の内側はせめて晴れてほしいな
短歌 佳作 76 455 鎌倉女学院 高等学校 １年 飯田　菜月 春になりもう会えないと気がついた名前も知らないあの人のこと
短歌 佳作 77 455 鎌倉女学院 高等学校 １年 中原　和奏 鉛筆の芯がやたらと尖ってる今日のわたしはすこし優しい
短歌 佳作 78 651 光明学園相模原 高等学校 ３年 遠藤　優美 秋桜を見られる頃には衣替え寂しそうな私の夏服
短歌 佳作 79 201 県立横須賀 高等学校 １年 鷹野原　千遥 最初から恵まれなかった劣等感背負って生きてく強さがほしい
短歌 佳作 80 201 県立横須賀 高等学校 １年 藤崎　菜月 夏祭り彼氏が彼女に「きれいだね」彼女の鼻緒切れれば良いのに
短歌 佳作 81 212 県立逗葉 高等学校 ２年 野村　隼央 恋愛ドラマ見てあの子の顔がうかんでたこれは恋だと気づかされたよ

※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 教育長賞 （優秀） 82 424 県立平塚湘風 高等学校 ３年 東ヶ崎　汐美 花吹雪キッチンの床に届きけり
俳句 高文連会長賞 （優秀） 83 461 日本大学藤沢 高等学校 ２年 小野田　達仁 いつもよりわらうあのこのはだしかな
俳句 高文連会長賞 （優秀） 85 416 県立鶴嶺 高等学校 １年 衛藤　海月 夏の雨肌にはりつく雨合羽
俳句 高文連会長賞 （優秀） 86 84 横浜市立桜丘 高等学校 １年 小林　怜衣 ザクザクもふわふわもすきかきごおり
俳句 高文連会長賞 （優秀） 87 607 県立厚木東 高等学校 ３年 木村　晴信 朝凪や数時間後のプレイボール
俳句 高文連会長賞 （優良） 88 424 県立平塚湘風 高等学校 ３年 小川　花弥 花片がビニール傘に何枚も
俳句 高文連会長賞 （優良） 89 109 横浜清風 高等学校 ２年 青柳　美希 サザンビーチまだ骨組みの海の家
俳句 高文連会長賞 （優良） 90 317 県立麻生 高等学校 １年 尾藤　美良乃 赤とんぼ朝の川面に影落とす
俳句 高文連会長賞 （優良） 91 357 日本女子大学附属 高等学校 ２年 村松　穂乃里 身体ごと飲み込むような五月闇
俳句 高文連会長賞 （優良） 92 409 県立藤沢清流 高等学校 １年 平川　美月 紫陽花の水滴乾く日差しかな
俳句 高文連会長賞 （優良） 93 84 横浜市立桜丘 高等学校 １年 市川　諒 青空の入道雲は父のよう
俳句 高文連会長賞 （優良） 94 638 県立厚木西 高等学校 ２年 佐々木　美友 夕焼けに続く田の海青堂々
俳句 高文連会長賞 （優良） 95 201 県立横須賀 高等学校 １年 畠山　葉南 木々の葉をつらぬく夏の日差しかな
俳句 高文連会長賞 （優良） 96 607 県立厚木東 高等学校 ３年 星野　真央 風光りさざ波走る水たまり
俳句 高文連会長賞 （優良） 97 607 県立厚木東 高等学校 ３年 畑澤　菜緒 白南風や藺草の香る裏通り
俳句 佳作 98 424 県立平塚湘風 高等学校 ３年 進　千織 早朝やマスク着けても息白し
俳句 佳作 99 424 県立平塚湘風 高等学校 ３年 大沼　璃於 厄払う太鼓の響き初大師
俳句 佳作 100 424 県立平塚湘風 高等学校 ３年 末武　みゆ 桜散る通い納めの土手の道
俳句 佳作 101 424 県立平塚湘風 高等学校 ３年 壽　大明 花の雨ときおり風がやさしくて
俳句 佳作 102 424 県立平塚湘風 高等学校 ３年 加藤　智樹 太陽の光ぎっしり夏の部屋
俳句 佳作 103 424 県立平塚湘風 高等学校 ３年 福島　萌々香 風が吹き風鈴しばらくたって鳴る
俳句 佳作 104 424 県立平塚湘風 高等学校 ３年 石井　蓮 新しい網戸の香る夜風かな
俳句 佳作 105 108 青山学院横浜英和 高等学校 ２年 平田　環子 汗だくでおばけ演じる文化祭
俳句 佳作 106 303 県立多摩 高等学校 ３年 森下　由子 やきいもの湯気は昇って巻雲に
俳句 佳作 107 357 日本女子大学附属 高等学校 ２年 竹田　紗紀子 虹の輪へ朝の江ノ電去りにけり
俳句 佳作 108 409 県立藤沢清流 高等学校 １年 加治矢　風花 友の鼓動いつもよりそばにキャンプの夜
俳句 佳作 109 84 横浜市立桜丘 高等学校 １年 菅野　夏子 夏服の白さまぶしき電車かな
俳句 佳作 110 84 横浜市立桜丘 高等学校 １年 藤澤　未来 うす闇に浴衣の紺の匂い来る
俳句 佳作 111 84 横浜市立桜丘 高等学校 １年 丸山　理月 靴紐をほどき見上げる夏の空
俳句 佳作 112 116 橘学苑 高等学校 ２年 金井　麻美 踏切の音をかき消すせみの声
俳句 佳作 113 638 県立厚木西 高等学校 ２年 芳賀　七三 真っ白のワンピース着る夏の空
俳句 佳作 114 607 県立厚木東 高等学校 ３年 米山　栞太 風そよぐ丘菜の花の大合唱
俳句 佳作 115 607 県立厚木東 高等学校 ３年 古谷　百彩奈 お別れの朝一面の春の雪
俳句 佳作 116 607 県立厚木東 高等学校 ３年 小金澤　勇斗 冴え返るなか渡さるる通知表
俳句 佳作 117 607 県立厚木東 高等学校 ３年 畑澤　菜緒 あなたへの文に土筆の出でしこと
俳句 佳作 118 607 県立厚木東 高等学校 ３年 小金澤　恵汰 先輩にもらう赤本春浅し
俳句 佳作 119 607 県立厚木東 高等学校 ３年 永島　彩花 犬抱けば眼に映る雲の峰
俳句 佳作 120 607 県立厚木東 高等学校 ３年 杉山　ありさ 塩水にラフランスつけ子を待てり
俳句 佳作 121 607 県立厚木東 高等学校 ３年 和田　莉里花 星飛ぶや解けた靴紐直す間も
俳句 佳作 122 607 県立厚木東 高等学校 ３年 難波　衣織 プレゼントされた傘差し秋入梅

※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。


