
原口 まちこ

塩田 直子

松澤 海飛

鳥原 さみ

感王寺 美智子

吉川 七菜子

長谷川 知子

白野 実悠

遠藤 玲奈

海外特別賞 川村 美砂子

小田島 麿江

金谷 はるみ

星野 聖子

河合 裕実 （東京都東村山市） 藤田 恵里奈 （群馬県伊勢崎市） 三吉 誠 （福岡県福岡市）

平田 暁子 （兵庫県宝塚市） 大石 来実 （広島県広島市） 梅原 秀敏 （愛媛県今治市）

青山 実希子 （愛知県豊田市） 藤田 健二 （福岡県福岡市） 内田 智江 （福岡県福岡市）

吉森 夏香 （大阪府大阪市） 宇田川 由妃 （埼玉県越谷市） 川添 玲来 （福岡県福岡市）

友常 甘酢 （神奈川県横浜市） 井上 紗良 （埼玉県所沢市） 忽滑谷 三枝子 （群馬県渋川市）

蒔山 智郎 （東京都八王子市）

青山 美津江 （福岡県福岡市） 藤田 美香 （福岡県福岡市） 矢野 薫子 （福岡県福岡市）

音羽 凜 （東京都練馬区） 濱岡 学 （京都府宇治市） 富見井 高志 （東京都世田谷区）

有友 紗哉香 （岡山県玉野市） 金子 幸男 （北海道岩見沢市） 池松 香 （佐賀県唐津市）

吉田 伊織那 （福岡県福岡市） 熊谷 聡子 （福島県いわき市） 今岡 久代 （沖縄県八重山郡）

松本 俊彦 （京都府京都市） 大久保 容子 （福岡県糟屋郡） 尾内 甲太郎 （静岡県浜松市）

（ニューカレドニア）

（ブラジル）

（ドイツ）

（ドイツ）

入　選

佳　作

第8回福岡女学院短歌コンクール受賞結果一覧　（氏名敬称略）

一般の部

最  優  秀  賞

優  秀  賞

福岡県知事賞

角川「短歌」編集部賞

（福岡県久留米市）

（福岡県福岡市）

（山梨県都留市）

（埼玉県越谷市）

（福岡県朝倉市）

（宮崎県宮崎市）

（愛知県豊田市）

（新潟県新潟市）

（東京都文京区）

福岡文化連盟賞

選者賞（伊藤一彦賞）

選者賞（桜川冴子賞）



稲田　太陽

志賀　香成

中村　彩琴

遠藤　凜音

柚原　結女

沖　祐太

山田　万智

嶋田　優里

古川　瑠璃

竹森　新紗

カルボスキー　由莉香

船田　愛子 （大阪府立三国丘高等学校） 神　拓也 （北九州工業高等専門学校）

辻　愛生 （福岡女学院高等学校） 田中　咲希 （富山県立富山中部高等学校）

堂薗　珠実 （福岡県立福岡高等学校） 眞鍋　亜依子 （福岡女学院高等学校）

日髙　晃輔 （福岡県立宗像高等学校） 今野　真緒 （明治学院東村山高等学校）

岩隈　勝矢 （福岡県立宗像高等学校） 石川　恭伽 （福岡県立三池高等学校）

占部　碧 （福岡県立宗像高等学校） 藤原　愛 （福岡女子商業高等学校）

西澤　柑奈 （熊本マリスト学園高等学校） 菅　月湖 （福岡女学院高等学校）

矢野　美波 （福岡県立三池高等学校）

飯沼　里織 （本庄東高等学校） 中野　天翔 （神奈川県立厚木東高等学校）

田中　克宗 （北九州工業高等専門学校） 島津　元樹 （神奈川県立厚木東高等学校）

木本　小春 （北九州工業高等専門学校） 篠原　優希 （福岡県立筑後特別支援学校）

赤澤　侑哉 （福岡県立宗像高等学校） 大庭　奈穂 （福岡県立北筑高等学校）

井上　智恵梨 （福岡県立宗像高等学校） 中川　亜美 （長崎県立長崎東高等学校）

（福岡県立宗像高等学校） 髙橋　輝樹 （福岡県立戸畑高等学校）

岩崎　隆之介 （福岡県立宗像高等学校） 鈴木　深優 （渋谷教育学園渋谷高等学校）

学校賞

福岡県教育委員会賞

福岡市教育委員会賞

春日市教育委員会賞

角川「短歌」編集部賞

福岡文化連盟賞

福岡女学院高等学校

（福岡女学院高等学校）

（福岡県立宗像高等学校）

（福岡女学院高等学校）

（学校法人佐藤栄学園栄東高等学校）

（早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校）

（福島県立磐城高等学校）

（北九州工業高等専門学校）

（福岡県立育徳館高等学校）

（渋谷教育学園渋谷高等学校）

高校生の部

最  優  秀  賞

優  秀  賞

入　選

佳　作

選者賞（俵万智賞） （北九州工業高等専門学校）

海外特別賞 （ワシントン日本語学校）



村谷　碧 （福岡女学院中学校）

山口　賢一 （千葉市立幸町第一中学校）

南里　郁花 （福岡女学院中学校）

伊藤　愛衣 （仙台市立郡山中学校）

松本　久哉 （福岡市立和白丘中学校）

陳　冠宇 （福岡市立席田中学校）

喜多　智未 （むつ市立大湊中学校）

藤原　翼 （福知山市立南陵中学校）

小田島　誠慈 （デュッセルドルフ日本人学校）

福知山市立南陵中学校

入　選

明田　栞 （福岡県立宗像中学校） 河西　凛 （福知山市立南陵中学校）

木下　翔太 （福知山市立南陵中学校） 椎屋　真子 （福岡女学院中学校）

川添　史織 （福岡女学院中学校） 畠中　佳乃 （福岡女学院中学校）

大溝　桜子 （福岡女学院中学校） 鶴田　桜子 （福岡女学院中学校）

野口　海翔 （福岡市立城西中学校） 赤井　小桃 （ドルトン東京学園中等部）

宮地　一聡 （光市立光井中学校） 井上　涼帆 （むつ市立大湊中学校）

柳田　花鈴 （福岡女学院中学校） 大野　力駈 （高槻市立第六中学校）

嶋田莉里優 （春日市立春日中学校） 高橋　李茉 （藤女子中学校）

島田　都和 （各務原市立蘇原中学校）

小笠原　慧 （鎌倉市立深沢中学校） 吉村　優菜 （いわき市立小名浜第二中学校）

中島　愛衣 （筑紫野市立筑山中学校） 村中　望愛 （廿日市市立大野東中学校）

大内田　萌乃 （筑紫野市立筑紫野南中学校） 佐渡　夏希 （同志社香里中学校）

宮下　巧 （獨協中学校） 井戸渕　壮 （古賀市立古賀中学校）

岩﨑　大晟 （春日市立春日東中学校） 岩永　萌夏 （北九州市立思永中学校）

宮川　翔栄 （小郡市立大原中学校） 日高　ここみ （柳川市立三橋中学校）

相木　文伽 （福岡雙葉中学校） 明石　美央 （福岡市立長尾中学校）

諌山　絢奈 （筑紫野市立筑紫野中学校） 永石　晴菜 （福岡市立当仁中学校）

橋本　舜 （福岡市立長丘中学校） 小田　憩 （川辺町立川辺中学校）

奥村　真央 （福岡市立多々良中学校） 本城　史佳 （福岡市立城南中学校）

久保田ゆな （福岡市立原中学校） 岩下　斗真 （古賀市立古賀東中学校）

河本　悠里 （福岡市立野間中学校） 恋塚　陽向 （大野城市立大野東中学校）

廣瀬　和翔 （三田学園中学校）

海外特別賞

中学生の部

最  優  秀  賞

優  秀  賞

福岡市教育委員会賞

春日市教育委員会賞

博報堂教育財団賞

福岡文化連盟賞

学校賞

佳　作



最  優  秀  賞 うえむら あやの （福岡市立東箱崎小学校）

優  秀  賞 大恵 貴子 （西宮市立南甲子園小学校）

大久保 颯人 （福岡市立別府小学校）

黒岩 廉斗 （春日市立須玖小学校）

福岡市教育委員会賞 河野 蒔 （福岡市立有田小学校）

春日市教育委員会賞 許斐 鴻明 （春日市立大谷小学校）

博報堂教育財団賞 牛久保 沙奈 （福岡市立玉川小学校）

福岡文化連盟賞 河野 晴一 （福岡市立有田小学校）

小田島 留理 （デュッセルドルフ日本人学校）

小田島 美遥 （デュッセルドルフ日本人学校）

学　校　賞 春日市立須玖小学校

入　選

濵田 真菜 （福岡市立赤坂小学校） 大恵 朱実 （西宮市立南甲子園小学校）

松浦 愛 （福岡市立西高宮小学校） 西村 侑真 （太宰府市立水城西小学校）

家入 寿珠 （太宰府市立水城西小学校） 池田 太一 （福岡市立姪浜小学校）

石野 貴大 （春日市立大谷小学校） 八谷 悠人 （春日市立春日野小学校）

斉藤 詩 （福岡市立老司小学校） 森山 采音 （春日市立須玖小学校）

能美 にな （明治学園小学校） （福岡市立飯原小学校）

湯野 愛季 （福岡市立姪浜小学校） 張 琉一 （福岡市立飯原小学校）

大坪 さほ （福岡市立姪浜小学校） 濱口 櫂汰 （太宰府市立水城西小学校）

平河 美優香 （柳川市立皿垣小学校）

石ばし りか子 （荒尾市立平井小学校） 武田 柊哉 （福岡市立飯原小学校）

横道 玄 （光市立光井小学校） 中島 奏一 （加須市立元和小学校）

楠井 蓮 （春日市立須玖小学校） 原田 蒼主 （福岡市立平尾小学校）

下条 実莉亜 （春日市立須玖小学校） 岡 柚李 （筑紫野市立二日市小学校）

萬代 結菜 （春日市立須玖小学校） 西島 翠 （福岡市立三苫小学校）

小学生の部

海外特別賞

佳　作


