第１６回りんり俳句大賞
文部科学
大臣賞
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会長賞
鎌倉虚子立子
記念館館長賞

年間優秀句

風を切る音を残して弓始

本藤 加捺

愛媛県・済美高等学校 一年

雪とけてゆうぐたくさん出てくるよ

幅野 悠音

岐阜県・飛騨市立河合小学校 三年

鉛筆がすらすら走る夜学かな

播摩 真子

青森県・むつ市立むつ中学校 一年

【小学生の部】
賞
入選句
特選
さむい道力を出して歩いてく
なつのくもいろんなかたちあつまって
私より不思議の見えるかたつむり
どんぐりが森の坂道かけおりる
秀逸
運動会うしろに一人走ってる
つららから輝く水がおちてゆく
初日記さいごの丸をていねいに
山の上かすかに光る春の雪
パンよりもご飯が好きだ春の朝
あげはちょう黄色と黒のりぼんかな
帰り道あじさいいつもさいている
口開けてまた口開けるつばめの子
夕方に池に集まるとんぼたち
夏野菜水をはじいてきれいだな
佳作
どんぐりをひろいまくってなくなった
キッチンに姉の背見える夏休み
赤とんぼぶつかりそうでよけていく
いじわるをして北風が首通る
霜柱地球にとげがささってる
ねむりつつ数を数える除夜の鐘
霜柱今日も一日かがやいた
雪の朝パンのにおいの通学路

氏名
工藤 日菜子
酒多 凛桜
永原 莉子
内木 佑香
兵頭 海音
横尾 咲夜
浅野 迦恋
茂木 智宇
芮 誠
久野 結花
久米川 珀徠
内村 愛里紗
漆眞下 百華
ナップ アリヤ
横山 結翔
吉村 知華
有村 暖
喜 美冬
内海 怜子
鈴木 ゆら
新井 煌人
伊勢 雅姫

都道府県・学校名
山形県・酒田市立田沢小学校 二年
岩手県・葛巻町立江刈小学校 一年
島根県・海士町立福井小学校 五年
岐阜県・高山市立花里小学校 四年
愛媛県・愛南町立家串小学校 三年
新潟県・上越市立北諏訪小学校 四年
愛媛県・愛南町立家串小学校 二年
埼玉県・神川町立丹荘小学校 六年
東京都・葛飾区立南綾瀬小学校 六年
東京都・足立区立千寿小学校 四年
徳島県・石井町立高川原小学校 五年
鹿児島県・南九州市立大丸小学校 五年
岩手県・葛巻町立江刈小学校 三年
大阪府・大阪市立堀江小学校 六年
広島県・東広島市立造賀小学校 二年
大分県・大分市立明治小学校 六年
鹿児島県・霧島市立平山小学校 五年
鹿児島県・鹿児島市立小山田小学校 四年
茨城県・境町立長田小学校 四年
茨城県・境町立長田小学校 六年
岐阜県・高山市立花里小学校 五年
愛媛県・愛南町立家串小学校 六年

【中学生の部】
賞
入選句
特選
足首の日焼けの跡に合わせ履く
夜桜の橋の上には家族づれ
ふうせんを大きく包む青い空
淋しさをホタルブクロは知っている
秀逸
新聞のレシピ切り抜く文化の日
書き初めや身を乗り出して深呼吸
卒業式友と最後の帰り道
春の風バスを待とうか歩こうか
雨粒のぽとりと垂れし桜かな
ライオンのあくびが春をのみこんだ
麦の穂がゆらゆらゆれる夕日かな
いつまでもプールに浮かぶ日の光
見上げると蟬が横切る高い空
雨の中花火の響く隅田川
佳作
空からの糸につるされトンボ舞う
運動会空がまぶしいそれがいい
お正月ひとつひとつの顔がある
空見上げ傘に積もった雪払う
堤防にうちつけられる冬の海
詰襟をカチッとしめて冬に入る
走り出す白い吐息はもう後ろ
北風に押されて伸びる背筋かな

氏名
新井 希琉
津川 竣太
山本 愛香
植松 静波
滝下 真央
安崎 真唯
日田内 俊德
佐藤 嘉位
西山 明里
竹澤 泰人
吉田 明理
秋谷 来翔
福島 綾乃
竹下 淳志
原 愛美
前田 和輝
林 愛夏
岡田 紗季
楠下 隼司
杉山 颯一
飯田 凪彩
佐藤 一馬

都道府県・学校名
埼玉県・小川町立欅台中学校 三年
青森県・弘前市立第二中学校 三年
千葉県・千葉市立新宿中学校 三年
静岡県・静岡市立清水第七中学校 一年
愛媛県・済美平成中等教育学校 三年
千葉県・千葉市立新宿中学校 三年
山口県・下関市立長府中学校 三年
宮城県・蔵王町立遠刈田中学校 三年
千葉県・千葉市立新宿中学校 一年
静岡県・静岡市立清水第七中学校 一年
岡山県・山陽女子中学校 二年
埼玉県・三芳町立藤久保中学校 二年
埼玉県・小川町立欅台中学校 三年
東京都・台東区立駒形中学校 三年
愛知県・新城市立東郷中学校 三年
奈良県・奈良市立興東館柳生中学校 二年
青森県・むつ市立むつ中学校 一年
群馬県・玉村町立玉村中学校 二年
東京都・江戸川区立西葛西中学校 一年
静岡県・静岡市立清水第七中学校 一年
京都府・宮津市立栗田中学校 三年
鹿児島県・三島村立大里中学校 一年

第１６回りんり俳句大賞
【高校生の部】
賞
入選句
特選
木の実落つジャングルジムのまん中に
傘一つ土間に倒るる青嵐
夏の暮いつもの犬が通りけり
二百十日我という獣の匂い
秀逸
林檎食む君にもきっと好きな人
数学の席は窓際冬うらら
霜柱わざわざ戻る踏みたくて
花冷や母とパスタを茹でている
山里や雪積む下の水の声
雲梯の少年包む青葉かな
筑波嶺の稜線太き立夏かな
白球を吸い込む空に夏来る
しゃぼん玉木の上の子の高さまで
自転車の籠に落葉の溜りゆく
佳作
君の声聞こえなくなる花火かな
思い出を金木犀に置き去りに
案山子あるこの世が終はるやうにある
新品のコート明日は月曜日
弾かれざるヴィオラ冷たし冬休み
木がゆれる雪の重さにたえながら
草踏んで山の子となる冬日和
おのころ島波の匂いの大根干す

【教師の部】
賞
特選

秀逸

佳作

入選句
曲がり来る路面電車に松飾
気がかりなことのいくつか山笑ふ
母の日の母を叱つてしまひけり
秋の山ひと雨ごとの絵巻物
空蟬のはらりと指を離しけり
くっきりと富士見える日の梅の花
冬晴や整列を解くホイッスル
新学期声裏返る教師かな
一日をどこへも行かずサイネリア
合唱の和音美し半夏生
黄昏の鏡貫く植田かな
初恋を娘に問はれ螢の夜
棟上げの親方の声天高し
とんぼうや君にできないことはない
夕立来る地面の熱の匂い立ち
まだ風のゆるやかな山法師蝉
参観の母に手を振り初嵐
除雪車のせまる暗闇朝仕度
立冬や藍色の濃き道着干す
子の名前考えつつもみかん剥く
ことことと水車枯野に響くなり
歓声の無ければ寂し冬休み

年間優秀句

氏名
猪瀬 美夢
根本 葉月
軍司 彩里
菅 希理沙
佐藤 なつみ
松平 直也
乗松 結衣
仲保 麻子
舩木 彩帆里
西山 大樹
飛澤 優希
小木曽 都
佐野 ひより
種田 彩花
柳 祐太朗
斎藤 樹璃
矢野 零雨
齋藤 陸斗
飯田 理絵
田村 峻也
村上 海月
馬越 三奈

都道府県・学校名
茨城県・結城第二高等学校 三年
青森県・三沢高等学校 三年
岩手県・水沢高等学校 二年
愛媛県・伯方高等学校 三年
秋田県・秋田西高等学校 二年
三重県・紀南高等学校 三年
山口県・宇部商業高等学校 一年
山口県・徳山高等学校 三年
北海道・北海道稚内高等学校 一年
青森県・七戸高等学校 三年
茨城県・結城第二高等学校 三年
岐阜県・飛騨神岡高等学校 二年
愛知県・岡崎東高等学校 一年
石川県・金沢錦丘高等学校 一年
京都府・同志社国際高等学校 三年
岡山県・山陽女子高等学校 三年
愛媛県・今治西高等学校 二年
岩手県・水沢高等学校 二年
茨城県・下妻第一高等学校 一年
石川県・金沢錦丘高等学校 一年
愛媛県・今治西高等学校 二年
愛媛県・伯方高等学校 二年

氏 名
角南 知子
杉山 学
金澤 謙吾
坂井田 真理
水野 大雅
杉山 美知子
宮下 嘉納子
佐藤 功
山本 新
浅井 里美
三浦 絢音
櫛部 天思
千吉良 岳
為我井 節
森 由美子
栗本 直子
松下 静雄
山﨑 亜希
湯本 康二
大熊 拓
鈴木 紀予子
豊村 聡子

都道府県・学校名
岡山県・山陽女子高等学校
秋田県・秋田西高等学校
大分県・大分市立明治小学校
岐阜県・大垣市立静里小学校
愛知県・名古屋高等学校
静岡県・静岡市立清水第七中学校
愛媛県・愛南町立家串小学校
埼玉県・所沢高等学校
東京都・千代田区立千代田小学校
愛知県・新城市立東郷中学校
山口県・徳山高等学校
愛媛県・今治西高等学校
青森県・むつ市立むつ中学校
茨城県・結城第二高等学校
埼玉県・神川町立丹荘小学校
東京都・御蔵島村立御蔵島小学校
鹿児島県・南九州市立大丸小学校
山形県・鶴岡市立西郷小学校
茨城県・下妻第一高等学校
東京都・江戸川区立篠崎小学校
愛知県・岡崎市立本宿小学校
長崎県・平戸高等学校

