第19回 りんり俳句大賞 1学期の部 入賞者一覧
部門

賞 入選句

金賞 春の川あっちこっちで鳥の声

銀賞

小学生の部

銅賞

氏名

都道府県 学校

学年

大塚 祐実

岐阜県 大垣市立墨俣小学校

三年

梅雨入りし止まない心今日も雨

松川 恵大

東京都 足立区立島根小学校

六年

冬の木は風でこわれたかさみたい

鈴木 雅貴

千葉県 我孫子市立新木小学校

三年

桜散る土のにおいと天気雨

大坪 直城

東京都 杉並区立三谷小学校

六年

こいのぼりどこにむかっておよいでる

條﨑 益德

埼玉県 久喜市立栗橋西小学校

四年

授業中あせがひたいをつたってる

今野 明咲

東京都 大南学園第七小学校

五年

つばめのすどうしてそこにつくるんだ

池田 六花

鹿児島県 阿久根市立田代小学校

一年

桜もち食べずにずっとながめてる

瀧井 ひなの

山梨県 南部町立栄小学校

六年

夕やけが後ろすがたを照らしてる

大道 風香

兵庫県 姫路市立林田小学校

四年

おつかいの途中で見えたしゃぼん玉

三木 優太朗

富山県 高岡市立牧野小学校

六年

夕立にさびしく母の帰宅待つ

上村 奈月美

群馬県 高崎市立岩鼻小学校

五年

帰り道口笛ふいて春の空

作花 桃歩

東京都 江戸川区立南篠崎小学校

四年

ミサンガがぷつんと切れた梅雨の星

宮田 花音

愛媛県 愛南町立平城小学校

四年

こいのぼりかぜがとどかずがっかりだ

吉本 智哉

福井県 鯖江市神明小学校

四年

木の上の特等席に風光る

渡邊 陽斗

愛媛県 愛南町立家串小学校

五年

ラムネびんビー玉光る一等星

川野 泰仁

大分県 大分市立明治小学校

六年

アジをつりわいわい帰る日曜日

羽田野 雄大

大分県 大分市立明治小学校

六年

くものすや雨と合体きらきらり

朝岡 達史

京都府 京都市立花背小中学校

三年

夕立や山へかくれて消えていく

佐々木 荘真 鹿児島県 曽於市立財部南小学校

六年

天の川みなで集まり一つ星

柳田 愛実

大阪府 泉佐野市立第二小学校

五年

かえるをねつかまえ見たらへんな顔

土橋 奈都美

佐賀県 太良町立多良小学校

五年

牛の世話そっと近づく蚊の忍者

日髙 梨々花 鹿児島県 三島村立三島大里学園

六年

アジサイが雨にぬれつつうたってる

田中 心音

東京都 東村山市立秋津小学校

五年

うぐいすの鳴き声聞いて外に出る

小山 実結季

東京都 東村山市立秋津小学校

五年

あたたかな空にまってる蝶たちが

松村 朋実

高知県 南国市立久礼田小学校

六年

夕立の帰り道にはかえるとぶ

大野 成美

岐阜県 大垣市立墨俣小学校

四年

一歩ずつやっとぬきつつ田うえする

外島 莉奈

鹿児島県 薩摩川内市立里小学校

三年

しゃぼん玉花にふれては消えていく

馬場 結

鹿児島県 薩摩川内市立里小学校

四年

ぶらんこにささやく風がきもちいな

山之内 喜一 鹿児島県 西之表市立古田小学校

四年

ねこの子の鳴き声きこえたうまれたよ

熊谷 遥

青森県 むつ市立第三田名部小学校 三年

山おくでキャンプをしたら夕立だ

澤頭 優介

東京都 杉並区立三谷小学校

三年

ぶらんこのいすから落ちる水たまり

黒澤 和花

東京都 大南学園第七小学校

六年

初蝶よたわむれ遊びどこへ行く

並木 紗季

埼玉県 久喜市立栗橋西小学校

六年

いちごだよまっかがいいねあかるいね

櫻橋 彩心

青森県 十和田市立高清水小学校

一年

たきみたいしだれざくらのえだ曲がり

茶谷 聡介

鳥取県 鳥取市立鹿野学園

四年

さくらんぼ赤くみのるよきれいだな

松原 楓

岩手県 久慈市立宇部小学校

五年

ちちのひにこっそりとけいおどろかす

黒川 緒美

徳島県 石井町高原小学校

一年

てんとうむしみずたまもようのせなかだよ 西内 凰将

徳島県 阿南市立椿小学校

一年

先生ののこした手紙かたつむり

濵田 希子

愛媛県 愛南町立平城小学校

三年

さつきばれじいじのふねにのりたいな

末光 結翔

愛媛県 愛南町立家串小学校

一年

田植えあと土のにおいがついてくる

黒木 あかり

京都府 伊根町立本庄小学校

六年

第19回 りんり俳句大賞 1学期の部 入賞者一覧
部門

賞 入選句

金賞 公園に誰も居ないが蝶は舞う

銀賞

中学生の部

銅賞

氏名

都道府県 学校

学年

竹田 文奈

埼玉県 三芳町立藤久保中学校

三年

ラムネ水飲み干しのぞく瓶の中

前沢 茉弥

群馬県 玉村町立玉村中学校

三年

夕立をほのかな光がつつみこむ

後藤 衣梨菜

大分県 豊後高田市立真玉中学校

二年

勉強の不安をあおる日雷

末吉 愛美

大阪府 八尾市立高美中学校

三年

水ひとつ飛ばして消える雨蛙

片桐 緒美

静岡県 静岡市立城内中学校

一年

これからの進路を決める霜柱

佐藤 絵梨花

埼玉県

三年

桜咲くそんな季節も家の中

加地 未玖

北海道 石狩市立厚田学園

九年

水の中元気に踊る金魚かな

岡 純羽

山口県 下関市立長府中学校

三年

梅雨の朝草木光りしひとしずく

森 ひなた

三重県 津市立久居西中学校

一年

あふれゆく黒板の文字若葉風

小林 紗季

静岡県 静岡市立蒲原中学校

二年

夕立や空にきらめくホームラン

長嶺 恵太朗

茨城県

一年

朧月どれだけ待てば逢えるかな

長村 磨侑

岐阜県 鶯谷中学校

三年

勉強の合間に見える春の空

戸草内 美桜

埼玉県 三芳町立三芳中学校

三年

カラコロと麦茶注ぎて手が光る

大本 陽菜

愛媛県 八幡浜市立真穴中学校

三年

春の朝空はにぎやか鳥の声

保田 希平

奈良県 奈良市立興東館柳生中学校 一年

春うらら使うノートをまちがえた

安田 心優

茨城県

水羊羹家族とテレビ見た夜中

山口 賢一

千葉県 千葉市立幸町第一中学校

二年

しゃぼん玉さかさまの空消えていく

西谷 和華

岡山県 山陽学園中学校

二年

お弁当桜の花びら入りけり

井冨 朱音

高知県 安田町立安田中学校

二年

通学路梅雨の香りの残りけり

前田 浬

静岡県 静岡市立城内中学校

一年

登校で自転車まよう梅雨の朝

二宮 誉彰

大分県 豊後高田市立真玉中学校

二年

夜ながめ姉とみつめた流れ星

河合 佳鳳

茨城県 ひたちなか市立那珂湊中学校 二年

梅雨空と水しぶきとぶ水たまり

櫛山 晃史

鹿児島県 三島村立三島大里学園

八年

雨がやみ見あげてみると夏の雲

日髙 麻里奈 鹿児島県 三島村立三島大里学園

七年

春霞遠くに見ゆる蕾かな

國仲 昊

沖縄県 渡嘉敷村立渡嘉敷中学校

一年

養殖の筏を包む春の海

竹内 羚心

愛媛県 八幡浜市立真穴中学校

三年

風車回して作る世界かな

杉本 志穂

奈良県 五條市立五條東中学校

二年

道の端かえるがはねる水たまり

上野 莉央

埼玉県 三芳町立藤久保中学校

二年

新緑の中にボールが迷い込む

武田 大和

宮城県 仙台市立郡山中学校

三年

陽炎の儚い光ふらふらと

岩永 心那

佐賀県 白石町立有明中学校

三年

夏の朝太陽ためて顔洗う

畠山 紗世

宮城県 仙台市立郡山中学校

二年

先輩の校歌高らか入学式

鎌田 颯姫

青森県 むつ市立大湊中学校

一年

虹かかる何かいいことある日かな

中野 歩愛

高知県 安田町立安田中学校

一年

春の空くじらの雲が浮かんでる

井上 愛望

岡山県 山陽学園中学校

一年

春空をわたげが昇る通学路

川西 藍果

千葉県 千葉市立幸町第一中学校

二年

若葉風ホルンケースのテディベア

村山 莉央

静岡県 静岡市立蒲原中学校

二年

カーテンの無地は桜のためにある

表野 百々花

奈良県 五條市立五條東中学校

二年

風光る初めの一歩のびのびと

菊谷 百花

北海道 札幌市立平岡緑中学校

一年

雨の中ひそかに輝く立葵

鳥山 莉央

群馬県 渋川市立渋川中学校

二年

元気な子願い見つめるツバメの巣

森田 槻野

静岡県 静岡市立藁科中学校

三年

セミになるみんなと話している時は

古賀 智也

佐賀県 白石町立有明中学校

三年

埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園

茨城県立下館第一高等学校附属中学校

茨城県立下館第一高等学校附属中学校

一年

第19回 りんり俳句大賞 1学期の部 入賞者一覧
部門

賞 入選句

氏名

都道府県 学校

学年

金賞 菜の花やすぐ海に出る伊予の道

榊原 希実

愛媛県 済美高等学校

二年

夕立に人々の群れ交差点

中村 颯太

三重県 紀南高等学校

二年

紫陽花や濡れても光る違う色

掛川 遥菜

東京都 目黒学院高等学校

一年

聖堂や蝶と硝子の鎮魂歌

座波 若奈

沖縄県 首里高等学校

三年

ぶらんこや揺れて響くは錆の音

周藤 暖乃

群馬県 常磐高等学校

一年

昼食後ベンチにひとり春の雲

山中 優

茨城県 結城第二高等学校

三年

今日もまた空手練習青嵐

高島 光希

茨城県 結城第二高等学校

三年

風光る竿におおきな父のシャツ

加藤 千晶

石川県 金沢錦丘高等学校

二年

春風や新しきもの見せてくる

和田 拓海

奈良県 大淀高等学校

二年

しゃぼん玉割れたら見える次の空

亀山 桜華

群馬県 常磐高等学校

二年

麗かやナウマンゾウの足の跡

白石 孝成

愛媛県 今治西高等学校 伯方分校

二年

自転車のペダル軽やか夕蛙

田中 茜

愛知県 豊橋西高等学校

三年

五月雨や君の帰りを待っている

宮澤 伊織

愛知県 豊橋西高等学校

二年

貯金箱何度も開ける春夕焼

福田 倫生

秋田県 秋田北高等学校

三年

つばくろや横一画の迷いなし

河路 健吾

岐阜県 鶯谷高等学校

三年

飲みかけのコーヒーカップ梅雨の月

室 彩音

三重県 紀南高等学校

三年

友達はひとりで足りるチューリップ

寺農 七海

大阪府 大阪桐蔭高等学校

二年

春の昼名も知らぬ鳥我に啼く

宮上 玲菜

石川県 金沢西高等学校

三年

衣更教室ぱっと白くなる

五十嵐 美咲

埼玉県 所沢西高等学校

二年

短日や石段少し傾きぬ

櫻井 佑馬

愛知県 名古屋高等学校

三年

自転車のサドルに乗った青蛙

鈴木 基弘

岡山県 興陽高等学校

一年

父との沈黙ゆっくりとゼリー食う

鈴木 萌晏

岩手県 水沢高等学校

三年

夕立や父の怒りは突然に

守山 拓我

岐阜県 飛騨神岡高等学校

三年

陽炎や試合始まるホイッスル

丸尾 夢梨

山口県 熊毛南高等学校

二年

じゃんけんを横目にしゃぼん玉を吹く

清水 直弥

愛知県 幸田高等学校

三年

梅の香や誰より先に我に来る

根耒 謙太朗

石川県 金沢西高等学校

三年

サイダーへ直射日光すきとおる

小松 澪

青森県 七戸高等学校

一年

花びらが家の前までやってきた

中新田 美友

青森県 七戸高等学校

三年

休日の静かな時間月見草

大嶋 冬馬

岐阜県 吉城高等学校

一年

夕立は私を置いていったのか

岩谷 ゆい

秋田県 秋田西高等学校

三年

やっと部活ひまわりある卓球部

藤原 希乃

埼玉県

一年

入梅や櫛にからまる髪の束

石川 千尋

岡山県 山陽学園高等学校

二年

木の芽晴学園ドラマ撮影日

今野 巧海

愛知県 名古屋高等学校

三年

雨上がり友の背中に虹が立つ

石原 あいり

群馬県 常磐高等学校

二年

風を切る顔いっぱいに蝉時雨

川口 十南

沖縄県 首里高等学校

二年

チューリップコップ一杯の焦燥感

塩見 將門

愛媛県 今治西高等学校 伯方分校

三年

菜の花や夜を彩る燈を灯す

鈴木 大翔

静岡県 浜北西高等学校

二年

しゃぼん玉はじける光昇りけり

一色 菜緒

静岡県 浜北西高等学校

二年

うららかや車掌の声の窓に抜け

池之内 咲季

愛媛県 済美高等学校

三年

葉の上をのろりと迷うかたつむり

本川 陸斗

熊本県 矢部高等学校

三年

あと少し願い込め吹くしゃぼん玉

柳橋 虎汰郎

東京都 江戸川高等学校

二年

銀賞

高校生の部

銅賞

埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園

第19回 りんり俳句大賞 1学期の部 入賞者一覧
部門

賞 入選句

氏名

都道府県 学校

金賞 夕焼けをいつもと違う場所で見る

西嶋 隆寛

奈良県 大淀高等学校

桃色の越前和紙や雛納め

松下 浩子

石川県 金沢西高等学校

梅雨の夜に静かに切れるギター弦

福田 亮

山口県 熊毛南高等学校

長所まじめ短所生まじめ軒燕

堀部 教代

岐阜県 鶯谷高等学校

夏痩や静寂を落つる砂時計

本多 伸也

石川県 金沢錦丘高等学校

地下街を歩む寡黙や沖縄忌

石川 裕子

愛知県 岡崎東高等学校

初燕空の青さを街に告ぐ

今井 洋一

宮城県 仙台市立郡山中学校

春風やカーブに沿ってミシン縫う

田島 淑美

静岡県 静岡市立蒲原中学校

主語動詞補語目的語しゃぼん玉

篠﨑 明子

茨城県 茨城県立下館第一高等学校附属中学校

春疾風校舎を走る笑い声

坂口 三津子

群馬県 玉村町立玉村中学校

母の日のないしょ話の姉妹かな

堀口 友紀

東京都 江戸川区立南篠崎小学校

出走を促すように春の風

齋藤 圭吾

富山県 高岡市立牧野小学校

ウイルスに学校盗られてシャボン玉

望月 美彦

山梨県 南部町立栄小学校

夕立やふいに飛び立つ鳥の群れ

小倉 一輝

岐阜県 大垣市立墨俣小学校

麗日や袖やはらかき稚児の舞

水野 大雅

愛知県 名古屋中学校

くちびるの動きを読んで良夜かな

山本 純人

埼玉県 埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園

食うことも仕事のひとつきゅうりはむ

赤荻 佐知子

茨城県 結城第二高等学校

初蝶や黒板の前通り過ぐ

堀 比佐子

岐阜県 吉城高等学校

机拭く教員一人新学期

佐藤 功

埼玉県 所沢西高等学校

頬杖の子の目に涙夕蛙

市川 敏高

静岡県 浜北西高等学校

麗かやサイドスローの腕しなる

小笠原 祐子

岩手県 水沢高等学校

折り鶴や風薫る日の爆心地

田部井 孝行

群馬県 渋川市立渋川中学校

夏の風筆箱の中ちらと見る

福井 祥江

奈良県 奈良市立興東館柳生中学校

澄み渡る空に響くや閑古鳥

関野 聡美

東京都 大南学園第七小学校

かげのつぶじめんにうつる桜さく

鐵 由江

東京都 杉並区立三谷小学校

梅雨の月翼をたたむやうに橋

宮下 嘉納子

愛媛県 愛南町立平城小学校

病室の祖父へ花付胡瓜かな

甲斐 彩乃

大分県 大分市立明治小学校

駐車場肌で感じる春一番

竹内 祐未

大阪府 泉佐野市立第二小学校

久しぶり泥にまみれる田植えかな

中野 奈々

兵庫県 姫路市立林田小学校

とうふ買いみかんの花にまわり道

下瀬 朋美

鹿児島県 薩摩川内市立里小学校

跳びはねて待って待ってとしゃぼん玉

樋口 隆児

東京都 足立区立島根小学校

雲の峰水面に刺さる子らの指

青野 浩哉

鹿児島県 阿久根市立田代小学校

人恋し月夜の下に桜咲く

岡野 拓史

岡山県 山陽学園高等学校

登校の白一列や衣替え

和田 悦子

秋田県 秋田西高等学校

忘れ物多き子の見る雲の峰

川上 まなみ

岐阜県 関市立富野中学校

夏をゆく白の軽トラの一本道

粕谷 みのり

茨城県 常陸太田市立峰山中学校

うららかや馬の瞳に雲流る

大洞 由佳里

岐阜県 鶯谷中学校

吾子のもつバケツの音はやどかりか

仲村 清香

沖縄県 渡嘉敷村立渡嘉敷中学校

小さき手で貝殻探す夏の雲

好岡 裕子

愛媛県 愛南町立家串小学校

山道を流るる水や春の音

田澤 鮎子

青森県 七戸高等学校

町中に広がる歓声プールから

山下 崇

銀賞

教師の部

銅賞

徳島県 阿南市立椿小学校

