
第５１回岐阜市文芸祭審査結果

賞 ジャンル 氏名 地域 性別 年齢 作品

短　編 藤本　昭 岐阜市 男性 73 野球老年　～四十七年目の夏～

児童文学

現代詩 倉田久子 愛知県 女性 54 旅立ち

歌　詞 モリ　モリオ 愛知県 男性 49 槍ヶ岳

短　歌 加納まさゑ 大垣市 女性 81
竹の子を掘って来たよと弟は
　　　　裏戸におきて父のようなり

俳　句 舩渡　惠 岐阜市 男性 75 田を植える休耕田に挟まれて

川　柳 川村彩香 岐阜市 女性 70 推敲のペンに託した一行詩

連　句 捌　大月西女 愛媛県 女性 68 表合 「村の教会」 の巻

狂　俳 多和田瑠璃 各務原市 女性 78 下り簗　　落ち鮎豊漁幟立つ

短　編 薪野マキノ 大阪府 女性 31 宇宙の箱

児童文学 安江希世子 岐阜市 女性 58 大きな木と小さな芽

現代詩 睦月とや 東京都 女性 39 かげろう

歌　詞 炭竃泰代 羽島市 女性 53 空

短　歌 服部　智 大垣市 女性 56
蓼藍の生葉に染めしスカーフの
　　　　裏表なく青の匂えり

俳　句 市原喜代子 可児市 女性 78 夏草に売地の札のかたむけり

川　柳 土田眞司 瑞穂市 男性 68 残照の空が私にくれる明日

連　句 捌　石川　葵 愛知県 女性 62 表合 「羽化の蝉」 の巻

狂　俳 河手礼穏 郡上市 男性 57 歓声　　疾走流鏑馬的射抜く

短　編 松山正利 下呂市 男性 71 天界の旅人

児童文学 成瀬富貴子 各務原市 女性 72 うちのつばめだよ

現代詩 岩崎　明 各務原市 男性 56 僕のB面

歌　詞 篠乃池　巴 大垣市 男性 24 まわるまわる

短　歌 岩田拓巳 岐阜市 男性 15
「きれいだ」と二人で歩く帰り道
　　　　通り雨が見せる七色の虹

俳　句 丹羽亜由美 愛知県 女性 18 父の日に片手で渡す紙包み

川　柳 鈴木知子 各務原市 女性 80 読み返す蔵書の染みは学ぶ知恵

連　句 捌　後藤朱乃 岐阜市 女性 79 表合 「夏羽織」 の巻

狂　俳 遠藤瓢月 郡上市 男性 66 自然美　　飛山濃水四季愛でる

短　編 松野美佳 岐阜市 女性 38 戦争は安全でも適切でもありません

児童文学 髙橋美智子 山県市 女性 65 小さな魔女のシュニー

現代詩 亀山和弘 本巣市 男性 47 境界

現代詩 薪野マキノ 大阪府 女性 31 駐車スペース二十四番

歌　詞 亀山和弘 本巣市 男性 47 こころの自由

短　歌 清水春美 郡上市 女性 63
ゆるらかに幼なが五指をほどくとき
　　　　ゆめからさめるまいまいつぶり

短　歌 桂川美那子 恵那市 女性 84
ふり返れば青葉の向ふの窓辺より
　　　　手をふる見えて立ち去り難し

短　歌 加藤シズカ 岐阜市 女性 81
ススメ、ススメと子は出征して戦死せり
　　　　軍人家族絶えた墓あり

俳　句 船渡文子 岐阜市 女性 83 土蔵カフェに和む外人夏燕

俳　句 松岡裕子 大垣市 女性 79 夕端居碁石の音の小気味よく

俳　句 多賀栄一 可児市 男性 78 担ぎ手が神輿に礼をして担ぐ

川　柳 平田美年子 岐阜市 女性 82 サルトルの眼がちくちくと喋り出す

川　柳 草野　稔 池田町 男性 67 新しい景色にであう曲がり角

川　柳 長尾　茂 岐阜市 男性 83 片減りの靴に男の詩がある

連　句 捌　阿部裕子 愛媛県 女性 42 表合 「仏心も無けれど」 の巻

連　句 捌　成田淑美 埼玉県 女性 表合 「月の滝」 の巻

狂　俳 岩田数美 各務原市 男性 79 歓声　　尚子ロードで夢繋ぐ

狂　俳 加納金子 愛知県 女性 83 下り簗　　銀鱗跳ねる子等躍る
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