
第４９回岐阜市文芸祭入賞者

賞 ジャンル 氏名 筆名 地域 性別 年齢 作品

短　編 南谷哲雄 関市 男性 63 　遅霜と大豊作

児童文学

現代詩 佐藤正子 関市 女性 71 光が二つ

歌　詞 戸田　よね子 各務原市 女性 63 まほうのバッグ

短　歌

俳　句 岩田数美 各務原市 男性 76 麦藁帽振って応へる渡し守

川　柳 長尾　茂 岐阜市 男性 82 ペンだこが無限に夢を膨らませ

連　句
捌
　青木久美

大野町 女性 71 表合「青時雨」の巻

狂　俳 古田佐門 古田友楽 岐阜市 男性 81 洋々　冨士は前途に陰りない

短　編 仙石裕一 岐阜市 男性 41 桜並木の道

児童文学 戸田和樹 京都府 男性 59 風売り

現代詩 外山澤子 大沢灯子 北方町 女性 63 オメェ様ニ　言ッテオクベシ

歌　詞 足立才子 笠松町 女性 64 花の思い出

短　歌 横山　美保子 横山美月 飛騨市 女性 60
立ち上がりそろそろ帰ると言い出せば
　　　写真を見るかと父は言い出づ

俳　句 石崎宗敏 岐阜市 男性 76 美濃の水つきること無し青田風

川　柳 葛西麻絵 各務原市 女性 67 私にもまだ手付かずの明日がある
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連　句
捌
　矢橋初美

大垣市 女性 78 表合「牡丹」の巻

狂　俳 藤田幸雄 登月 美濃市 男性 80 豊穣　奉納神楽里に舞う

短　編 柳瀬和也 篠野啓巴 大垣市 男性 22 明日を駆ける鼓動

児童文学 上田　美智子 愛知県 女性 61 おくれたのはだあれ？

現代詩 伊藤　とも子 いとう　ともこ 愛知県 女性 62 でんち

歌　詞 蒲　美恵子 岐阜市 女性 73 花摘む雲

短　歌 渡辺　千寿子 富加町 女性 79
死にたいとつぶやく夫のおむつ替え
　　　　寝呆けし脳に言葉さがしぬ

俳　句 高橋妙子 美濃市 女性 71 蛇口より水飲む球児天炎ゆる

川　柳 毛利　まさ子 毛利まさ女 岐阜市 女性 70 夢を追う私を責めるのは月か

連　句
捌
　武仲敏治

武仲　登志春 笠松町 男性 78 表合「蚊遣り焚き」の巻

狂　俳 古田　福三郎 友光 美濃市 男性 87 洋々　岐阜市文化の明日担う

短　編 福井　恵 真生　麻稀哉 瑞穂市 女性 37 珈琲と花卵

児童文学

現代詩 白木　憲 岐阜市 男性 52 頂

現代詩 河村　たか子 岐阜市 女性 63 花菜風

歌　詞 柳瀬和也 篠野啓巴 大垣市 男性 22 でぇれえれぇげぇ
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短　歌 松井　なるみ 関市 女性 90
広島の瓦礫はどこに埋めたりし
　　　　　詮なきことを今にも思うも

短　歌 加藤英男 美濃市 男性 59
山映し雲を沈めて田水張る
　　　　　農夫の背は夕日を知らず

短　歌 松尾静子 岐阜市 女性 81
型古りし夫の眼鏡をかけてみる
　　　　　彼方の人をさがす目をして

俳　句 堀　学 岐阜市 男性 66 妻の杖立てかけてあり夏座敷

俳　句 葛西麻絵 各務原市 女性 67 大いなる母の水着や大しぶき

俳　句 武仲敏治 登志春 笠松町 男性 77 黒揚羽一つは影でありにけり

川　柳 沢田正司 愛知県 男性 75 失敗の過去を美化した回顧録

川　柳 大野　三七吉 岐阜市 男性 78 雨だれの余韻は街を叩く音

川　柳 森本伸子 愛知県 女性 64 逃げ水を追って気付かぬ水たまり

連　句
捌
　富田　美佐子

垂井町 女性 60 表合「夏兆す」の巻

連　句
捌
　田中啓子

岐阜市 女性 73 表合「夏の蝶」の巻

狂　俳 小森清一 小森清月 岐阜市 男性 94 楽しみ　丹精菊の粋に凝る

狂　俳 後藤　操 後藤渓秋 八百津町 男性 81 楽しみ　今生を樗に賭ける
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