第18回りんり俳句大賞
文部科学
ハンガーに制服かけて年用意
大臣賞
上廣倫理財団
送り火や祖父の遺したマッチ箱
会長賞
鎌倉虚子立子
手袋をかたてににぎり走る朝
記念館館長賞
【小学生の部】
賞
入選句
特選
衣がえたんす大きく深呼吸
アイスクリーム弟泣くと私のせい
消しゴムで消してはあくび春の昼
うんどう会家ぞくぜんいん来てくれた
秀逸
金色のトロンボーンに映る秋
キュッキュッキュッとてもきれいな雪の音
ポケットのちらりと見えるお年玉
梅雨終わる雨の音楽ありがとう
遠足でさかをころがり草まみれ
かわいいね新入生の歩き方
どうやってりょうりしようアスパラガス

佳作

かまきりが草のふりしてかくれんぼ
コスモスの道を歩いているわたし
どれくらい食べてもいいの庭の柿
元気よく流しそうめん追いかける
太陽がまぶたにすける運動会
山の上ぼくは花火を見おろした
冬休み起きる順番かわる朝
ストーブの火がほんのりとともる夜
あけび食べ楽園になるぼくの口
書きぞめや父のとなりで正ざして
初もうでおいのり長いお母さん

【中学生の部】
賞
入選句
特選
日の差して机の本に春惜しむ
残る花まだ先輩になりきれず
背のびする私を包む春の風
からっぽの頭に響くかき氷
秀逸
終戦忌鳩はまっすぐ夕空へ
除夜の鐘空気が全部ふるえだす
行ってきます急ぐ私の息白し
新緑や草木を濡らす雨の声
窓越しに闇が薄まる熱帯夜
休みの日母と二人で衣更
さびしさと春の寒さがあるばかり
青々とテニスコートが染まる夏
自転車を止めてながめた夏の空
梅雨あけてしずくが朝を連れてくる
ひまわりの大きな顔は人照らす
佳作
電球に照らされ踊る金魚かな
銀杏の香り漂ふグラウンド
マフラー編むどんな顔して渡そうか
難しい木へんの漢字冬浅し
目をこすり靴紐むすぶ霜柱
一息に決意吸いこむ年新た
フルートに電飾映すクリスマス

年間優秀句

真勢 里奈子 青森県・むつ市立大湊中学校二年
石井 佑典

茨城県・江戸川学園取手高校二年

日向 瑛美

岩手県・葛巻町立江刈小学校五年

氏名
兵頭 太嘉
内木 佑香
芥 香野子
髙木 彩愛
高橋 和花
小池 歩未
原口 蓮
小野寺 雫
津野 峻太朗
佐野 絢香
井上 佳恵
柿野 ひまり
森 こころ
加藤 愛由
新家谷 里央
今永 柚希
中川 生翔
相澤 みなみ
桑原 希佳
片田 壮祐
小川 千咲
永吉 葵

都道府県・学校名
愛媛県・愛南町立家串小学校六年
岐阜県・高山市立花里小学校六年
千葉県・我孫子市立布佐南小学校四年
岐阜県・大垣市立墨俣小学校二年
群馬県・高崎市立岩鼻小学校六年
東京都・多摩市立東寺方小学校四年
鹿児島県・西之表市立古田小学校三年
東京都・御蔵島村立御蔵島小学校六年
東京都・足立区立千寿小学校六年
山梨県・南部町立栄小学校六年
奈良県・上牧町立上牧第二小学校六年
青森県・十和田市立高清水小学校二年
東京都・明晴学園小学部六年
福井県・鯖江市神明小学校六年
大阪府・泉佐野市立第二小学校四年
大分県・大分市立明治小学校五年

氏名
小寺 れいこ
野場 千裕
堀越 日菜
鈴木 康生
柏木 志音
明日 彩華
金井 菜緒子
笠井 涼花
守谷 惇平
黒川 明日香
川﨑 凜玖
野田 一成
石山あかり
佐藤 佳世
水谷 暖奈
山本 悠禾
國仲 真白
大柿 楽々
甲野 謙治
岡崎 祥大
安倍 美咲
望月 心温

シンガポール・シンガポール日本人学校チャンギ校四年

茨城県・筑西市立上野小学校五年
三重県・津市立高茶屋小学校四年
岡山県・鏡野町立上齋原小学校三年
鹿児島県・薩摩川内市立里小学校二年
鹿児島県・鹿児島市立小山田小学校四年

都道府県・学校名
岡山県・山陽女子中学校二年
宮城県・仙台市立郡山中学校二年
埼玉県・三芳町立藤久保中学校二年
愛知県・愛知教育大学附属岡崎中学校三年

千葉県・千葉市立幸町第一中学校二年
宮城県・仙台市立郡山中学校二年
群馬県・玉村町立玉村中学校二年
北海道・釧路市立共栄中学校三年
富山県・射水市立射北中学校二年
静岡県・静岡市立城内中学校三年
高知県・室戸市立室戸中学校一年
群馬県・前橋市立東中学校三年
埼玉県・三芳町立藤久保中学校三年
愛知県・愛知教育大学附属岡崎中学校二年

愛知県・小牧市立小牧西中学校二年
大阪府・八尾市立高美中学校二年
沖縄県・渡嘉敷村立渡嘉敷中学校三年
宮城県・仙台市立郡山中学校二年
埼玉県・坂戸ろう学園二年
埼玉県・三芳町立藤久保中学校二年
静岡県・静岡市立城内中学校三年
静岡県・静岡市立清水第四中学校一年

第18回りんり俳句大賞
【高校生の部】
賞
入選句
特選
両膝にサッカーの傷冬の空
陽炎や津波到達点高し
会いたいと思う燕の遠ざかる
秋の日の水の呼吸がここちよい
秀逸
秋風が疲れた街をすり抜ける
ストーブや静かに置かれたる陶器
神棚に一礼をして歌留多会
初蝶や集合場所で君をまつ
直線のマラソンコース風光る
晴天に墨を垂らせば花曇
テニス部の手首は白し青葉風
現代文古文漢文ソーダ水
鞦韆を漕ぐ度そらのおちてくる
虫の音や口笛吹いて返事する
佳作
海原の群青渡る秋の蝶
秋の海船乗りの背はすっと伸び
秋寒や角の曲がりし単語帳
あと一歩手を伸ばす先兜虫
春近したぷんたぷんと鳴る水筒
担任の口癖うつる冬日和
弟も星を見てゐる初詣
凍蝶や墓石に名を彫らぬまま

【教師の部】
賞
特選

秀逸

佳作

入選句
本番に強き君たち青嵐
春雷やカレーライスの匙光る
制服のしつけ糸切り春の風
乗り継ぎの三番線へ蝉時雨
段ボール台車に積んで秋惜しむ
一斉につむじを見せて大試験
箸すつと蕪に入り恋終はる
紫陽花や雨粒弾くランドセル
遠雷や夜の校舎の広きこと
令和元年太平洋の初夏の青
畳み方母に教わる衣更
干し柿をつるす横顔茜空
不器用に剥いて林檎のひとかじり
棟上げの槌音響く野分晴れ
あきあかね瀬戸の小島の船着場
学び舎にクレーン二つ秋高し
凍雲やずっと考え込んでいる
書き初めや廊下に百の志
下校児を見遣る窓辺や日脚伸ぶ
初夢のいいところだけ覚えてる
冬銀河産声を待つ缶コーヒー
オムレツをふんわり仕上げ冬うらら

年間優秀句

氏名
下平 望央
千田 洋平
高原 未来
秋元 希天
吉見 春佳
今野 巧海
金城 愛那
宮澤 伊織
外山 歩佳
菅原 秀斗
東 美里
齋藤 壮人
安谷屋 俊
武田 悠愛
川村 海斗
中居望々香
鈴木 空
萩原 杏菜
伴野瀬里佳
森 勇人
大橋 愛香
八木 大和

都道府県・学校名
三重県・紀南高校三年
岩手県・水沢高校三年
岡山県・興陽高校三年
青森県・七戸高校一年
岡山県・山陽女子高校二年
愛知県・名古屋高校二年
沖縄県・首里高校三年
愛知県・豊橋西高校一年
岩手県・水沢高校三年
秋田県・秋田西高校一年
石川県・金沢錦丘高校三年
愛知県・名古屋高校二年
沖縄県・首里高校三年
石川県・金沢西高校三年
青森県・七戸高校二年
青森県・八戸高校二年
愛知県・岡崎東高校一年
東京都・二松学舎大学附属高校二年
愛知県・岡崎東高校二年
愛知県・岡崎東高校一年
愛知県・幸田高校三年
愛媛県・今治西高校二年

氏 名
小野 広祐
千吉良 岳
福田 敦子
小笠原祐子
森本 有加
宮内 香宝
渡辺 香苗
加納 直樹
浅井 里美
中川 裕輔
小笠原 瞳
山田 典子
若松登志樹
町田真奈美
角南 知子
島田 聖子
岩城あゆみ
笹﨑智絵美
大谷 文彦
谷 謡子
徳永 卓
赤瀬 千和

都道府県・学校名
東京都・明晴学園小学部
青森県・むつ市立大湊中学校
千葉県・我孫子市立布佐南小学校
岩手県・水沢高校
埼玉県・坂戸ろう学園
青森県・七戸高校
愛知県・豊橋西高校
東京都・杉並区立三谷小学校
愛知県・新城市立東郷中学校
愛媛県・宇和島市立天神小学校
愛媛県・済美高校
群馬県・東吾妻町立原町小学校
石川県・金沢錦丘高校
静岡県・静岡市立城内中学校
岡山県・山陽女子中学校
沖縄県・首里高校
岐阜県・大垣市立静里小学校
群馬県・渋川市立渋川中学校
東京都・大南学園第七小学校
新潟県・新潟市立両川小学校
新潟県・新潟市立両川小学校
愛媛県・今治西高校伯方分校

