
第５０回岐阜市文芸祭入賞者

賞 ジャンル 氏名 地域 性別 年齢 作品

短　編 小川はつこ 三重県 女性 59 シアトル物語

児童文学 北村俊保 愛知県 男性 60 友よ！

現代詩 浅野慈子 美濃加茂市 女性 29 四角い宇宙

歌　詞 足立こう 笠松町 女性 65 ゆうき

短　歌 秋田真紀子 岐阜市 女性 38
ぎんなんを拾う頭上の外階段より
　　　　　トロンボーンの降りしきりたり

俳　句 宇野久恵 岐阜市 女性 84 呼ぶ声に応へて螢光りけり

川　柳 水野　建 大垣市 男性 77 推敲のペンを余生に弾ませる

連　句 捌 武仲登志春 笠松町 男性 78 表合「七変化」の巻

狂　俳 川崎宏正 川辺町 男性 81 伝統　鵜篝り映えて絵巻繰る

短　編 阪野甲子 多治見市 女性 65 Kの『こころ』

児童文学 米井暢成 千葉県 男性 29 マニと小石と

現代詩 後藤　順 岐阜市 男性 60 白いカラス

歌　詞 丸山正樹 岐阜市 男性 51 大きな帽子

短　歌 古川　恋 八百津町 男性 46
紙一枚ザリガニ釣りに要るものは
　　　　　戦死の報せも同じく一枚

俳　句 𠮷田　馨 可児市 男性 78 緑陰のベンチ特等席となり

川　柳 長尾　茂 岐阜市 男性 82 自我一つ捨てて和らぐ風に逢う

連　句 捌 宇野久恵 岐阜市 女性 84 表合「涼風や」の巻

狂　俳 服部典子 岐阜市 女性 55 適齢　青春謳歌恋弾む

短　編 吉田誠一 神奈川県 男性 55 故郷時間旅行

児童文学 花田しゅー子 岐阜市 女性 27 ネツキツネ

現代詩 塩谷凉子 兵庫県 女性 67 海辺の暮らし

歌　詞 持田　恵 神奈川県 男性 39 one night stop the time but tomorrow will come

短　歌 栗本和輝 岐阜市 男性 18
甲子園全力プレーに憧れた
　　　　　あの球児たちはもう同い年

俳　句 佐野君江 岐阜市 女性 72 海外へ修学旅行雲の峰

川　柳 毛利まさ女 岐阜市 女性 71 ゆっくりと今移ろいの風の中

連　句 捌 渡辺靖子 羽島市 女性 69 表合「白きあぢさゐ」の巻

狂　俳 瀧谷庵笑楽 郡上市 男性 80 紅葉　錦絵巻きの峰翳す

短　編 篠乃池　巴 大垣市 男性 23 夢追い人

児童文学 安江希世子 岐阜市 女性 57 ゆびのはなし

現代詩 原　世津子 中津川市 女性 77 地下茎

現代詩 戸田和樹 京都府 男性 60 ゆったりと春

歌　詞 矢島睦美 岐阜市 女性 39 しあわせの花

短　歌 神谷信子 北方町 女性 77
動物が手を噛むような冷たさを
　　　　　荒使いして鯉を捌きぬ

短　歌 倉田久子 愛知県 女性 53
凛として机上の鉛筆尖りけり
　　　　　生きおれば今日センター試験

短　歌 今西祥華 岐阜市 女性 17
消しごむを忘れてしまった試験の日
　　　　　隣の君はちぎってくれた

俳　句 田中紫香 養老町 女性 53 広げ干す法被百枚祭明

俳　句 町野由美 岐阜市 女性 63 青田風始発七時の地域バス

俳　句 岡田広子 岐阜市 女性 58 ひよこ組母に抱かれて入園す

川　柳 光風　雫 福井県 男性 50 ほほえみという名の色で描く未来

川　柳 岩前久子 岐阜市 女性 73 人柄も添えて振るまうお茶の席

川　柳 鬼頭笑子 各務原市 女性 83 決断をにぶらす澄んだ子の瞳

連　句 捌 田中啓子 岐阜市 女性 74 表合「一枝に」の巻

連　句 捌 後藤朱乃 岐阜市 女性 78 表合「梅雨晴間」の巻

狂　俳 西垣照月 山県市 男性 84 伝統　棚田景観素晴しい

狂　俳 藤田玲香 美濃市 女性 77 適齢　純情無垢で美くしい
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