
吉村　おもち

大川　結生

川添　玲来

楢崎　美穂子

佐藤　薫

藤田　健二

矢野　英枝

小橋　辰矢

富原　由比 （神奈川県横浜市）

富見井　高志

海外特別賞 野口　民恵

小田島 麿江

沼　寛子

羽原　千晶

高橋　暎子 （ブラジル）

貝塚　勇 （茨城県土浦市） 石田　賢吾 （愛知県蒲郡市） 今岡　久代 （沖縄県八重山郡）

古賀　由美子 （佐賀県唐津市） 野本　真吾 （長野県上高井郡） 梶原　直哉 （鹿児島県鹿児島市）

松田　容典 （和歌山県和歌山市） 小池　弘実 （京都府京都市） 菅田　季沙 （宮城県仙台市）

添田　修 （福岡県北九州市） 土井　佳子 （福岡県小郡市） 城野　友美子 （福岡県福岡市）

森脇　由利子 （福岡県糸島市） 西山　尚宏 （福岡県糟屋郡） 石川　正昭 （茨城県つくば市）

野上　卓 （東京都世田谷区） 坪井　麻衣 （東京都世田谷区） 打浪　紘一 （大阪府高槻市）

本堂　敬子 （北海道函館市） 浅野　伸子 （兵庫県明石市） 内藤　賢司 （福岡県八女市）

小西　衣純 （福岡県大野城市） 木村　歩乃佳 （福岡県福岡市） 乾　将之介 （兵庫県西宮市）

陳野　紀代子 （福岡県福岡市） 山﨑　公俊 （福岡県福津市） 酒井　イオヱ （福岡県久留米市）

品川　清恵 （東京都福生市） 米田　絹代 （熊本県玉名市）

第９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 （東京都八王子市）

優  秀  賞 （千葉県八千代市）

（福岡県福岡市）

（佐賀県唐津市）

福岡県知事賞 （福岡県福岡市）

角川「短歌」編集部賞 （福岡県福岡市）

（ブラジル）

（ハワイ）

入　選

福岡文化連盟賞 （福岡県北九州市）

選者賞（伊藤一彦賞） （岡山県瀬戸内市）

選者賞（桜川冴子賞） （東京都世田谷区）

選者賞（俵　万智賞）

（ブラジル）

（ドイツ）

佳　作



小田　麻祐子

安河内　心桜

外戸口　弾紀

松井　南捺

城代　胡桃

上田　百華 （福岡県立輝翔館中等教育学校）

下山　滉太

青木　日向子

長迫　咲花

村上　春風

福岡県立筑紫高等学校

内山　結愛 （鹿児島県立隼人工業高等学校） 大久保　友喜 （東京都立昭和高等学校）

石井  彩音 （学校法人角川ドワンゴ学園S高等学校） 望月　舞奈美 （静岡県立清水東高等学校）

池田　玲亜 （滋賀県立膳所高等学校） 川嶋　里佳 （共立女子高等学校）

平田　健心 （北九州工業高等専門学校） 畠山　涼吾 （北九州工業高等専門学校）

松田　歩穂美 （福岡県立北筑高等学校） 松田　理穂子 （山手学院高等学校）

中村　貴恵 （明治学園高等学校） 清水　綾乃 （立命館慶祥高等学校）

鈴木　つくし （千葉県立千葉女子高等学校） 齋藤　海斗 （福岡県立輝翔館中等教育学校）

金子　亮太 （埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園） 生田　臨 （熊本学園大学付属高等学校）

西尾　実優 （北海道札幌啓成高等学校） 石松　美波 （福岡県立鞍手高等学校）

髙橋　尚暉 （東京農業大学第二高等学校） 佐久間　優 （佐賀県立鳥栖商業高等学校）

竹田　早希 （愛媛県立松山北高等学校） 岩﨑　心杏 （武蔵野大学附属千代田高等学院）

白神　拓実 （徳山工業高等専門学校） 古賀　慶子 （福岡雙葉高等学校）

魚地　妃夏 （慶應義塾湘南藤沢高等部） 橋詰　桜京 （久留米大学附設高等学校）

田中　至道 （福岡県立折尾高等学校） 佐々木　楓 （福岡県立宗像高等学校）

大淵　真理 （福岡県立筑後特別支援学校）

（北九州工業高等専門学校）

福岡県教育委員会賞 （福岡県立輝翔館中等教育学校）

福岡市教育委員会賞

（福岡女学院高等学校）

海外特別賞 （ﾏﾗﾝﾀﾞｽﾃｲﾄﾊｲｽｸｰﾙ）

学校賞 福岡県立輝翔館中等教育学校

（福岡県立筑紫高等学校）

角川「短歌」編集部賞 （西宮市立西宮高等学校）

福岡文化連盟賞 （福岡県立京都高等学校）

春日市教育委員会賞

入　選

佳　作

高校生の部

最  優  秀  賞 （茨城県立水戸第一高等学校）

優  秀  賞 （福岡県立筑紫高等学校）



松井　姫菜子 （山脇学園中学校）

伊藤　愛衣 （仙台市立郡山中学校）

白窪　結依 （垂水市立垂水中央中学校）

山本　希未 （大津市立皇子山中学校）

林　広幸 （福岡市立横手中学校）

大和　俊蔵 （春日市立春日野中学校）

又吉　康介 （関西大学第一中学校）

髙村　美緒 （那珂川市立那珂川北中学校）

小田島　誠慈 （デュッセルドルフ日本人学校）

仙台市立郡山中学校

福岡市立春吉中学校

入　選

松岡　理子 （仙台市立郡山中学校） 小田　憩 （川辺町立川辺中学校）

橋下　萌々香 （廿日市市立大野東中学校） 和田　凰輝 （大野城市立御陵中学校）

空田　さや乃 （下関市立勝山中学校） 池端　円花 （久留米市立諏訪中学校）

大橋　凛音 （柳川市立三橋中学校） 田原　遥 （福岡市立春吉中学校）

山尾　史人 （福岡市立原中央中学校） 鴻巣　夏央 （福岡市立原中央中学校）

坂田　遥 （山脇学園中学校） 見城　直樹 （福岡市立原中央中学校）

千葉　璃奈 （恵泉女学園中学校） 石橋　正教 （荒尾市立荒尾第三中学校）

武川　哲士 （福岡市立三筑中学校） 田中　俊冴 （福岡市立警固中学校）

上河　美香子 （福岡女学院中学校）

山本　夏澄 （北九州市立洞北中学校） 西島　萌 （福岡市立多々良中学校）

宮下　爽 （福岡市立春吉中学校） 田淵　愛彩 （北九州市立中央中学校）

北村　大輔 （豊橋市立章南中学校） 石松　昊一朗 （北九州市立木屋瀬中学校）

楠葉　美空 （那珂川市立那珂川南中学校） 八巻　孝太朗 （筑紫野市立筑紫野南中学校）

三尾　綾音 （中津川市立第二中学校） 大田　茉依 （北九州市立穴生中学校）

二之宮　葵依 （薩摩川内市立川内北中学校） 黒木　瑛太 （日向市立富島中学校）

安松　桜雫 （小郡市立大原中学校） 宮村　叶空 （佐々町立佐々中学校）

松本　康平 （久留米市立城南中学校） 轟　真子 （久留米市立城南中学校）

南里　琉月 （春日市立春日南中学校） 竹井　梨乃 （大野城市立大野東中学校）

幾度　ヒカリ （春日市立春日東中学校） 中　そよ佳 （福岡市立老司中学校）

福岡文化連盟賞

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

学校賞

佳　作



最  優  秀  賞 西山　優希 （春日市立須玖小学校）

優  秀  賞 佐々木　玲香 （石巻市立向陽小学校）

小浦　咲愛 （春日市立春日原小学校）

三浦　紗葵 （福岡市立飯原小学校）

福岡市教育委員会賞 松﨑　諒陽 （福岡市立宮竹小学校）

春日市教育委員会賞 長畑　伸 （春日市立須玖小学校）

博報堂教育財団賞 中原　悠香 （福岡市立別府小学校）

福岡文化連盟賞 大橋　弦一 （柳川市立垂見小学校）

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

那珂川市立安徳北小学校

入　選

柳原　夏己 （那珂川市立安徳北小学校） 伊藤　天聞 （福岡市立西花畑小学校）

笠井　陽菜 （那珂川市立安徳北小学校） 松田　あおい （光市立三輪小学校）

田中　健太郎 （光市立三輪小学校） 石橋　理香子 （荒尾市立平井小学校）

中橋　縁 （福岡市立飯原小学校） 小島　崇道 （那珂川市立岩戸小学校）

甲斐田　侑征 （春日市立須玖小学校） 大恵　朱実 （西宮市立南甲子園小学校）

宮本　桃衣 （柳川市立東宮永小学校） 白石　恵菜 （大野城市立大野南小学校）

林　賢太郎 （福岡市立別府小学校） 石橋　洸季 （荒尾市立平井小学校）

江藤　瑞晟 （福岡市立老司小学校） 佐々木　椋平 （那珂川市立安徳北小学校）

井上　桃々 （福岡市立三苫小学校）

長井　あやね （下松市立中村小学校） 河野　蒔 （福岡市立有田小学校）

門田　藍子 （新富町立富田小学校） 池内　日葉里 （福岡市立赤坂小学校）

柴戸　善彪 （福岡市立壱岐小学校） 牛方　杏 （福岡市立警固小学校）

横山　桜子 （福岡市立小笹小学校） 武田　サチプリート　コール（太宰府市立水城西小学校）

中村　太一 （宗像市立大島学園） 土田　帆笑 （平戸市立平戸小学校）

小学生の部

海外特別賞

佳　作


