第19回りんり俳句大賞
文部科学
菜の花やすぐ海に出る伊予の道
大臣賞
上廣倫理財団
図書室にならぶ新刊秋日和
会長賞
鎌倉虚子立子
スキー場の何処かに帽子落としけり
記念館館長賞

年間優秀句

榊原 希実

愛媛県・済美高等学校二年

相生 梨乃

東京都・江東区立第六砂町小学校五年

金川 浬久

愛知県・名古屋中学校二年

【小学生の部】
賞
入選句
特選
春の川あっちこっちで鳥の声
夕立にさびしく母の帰宅待つ
おつかいの途中で見えたしゃぼん玉
さわやかな町を見下ろす授業中
秀逸
月見草月見るために咲くんだよ
屋根雪の音に紛れて父帰宅
くつ下の穴から入るからっ風
こいのぼりどこにむかっておよいでる
冬の木は風でこわれたかさみたい
つばめのすどうしてそこにつくるんだ
夕立や山へかくれて消えていく
たんぽぽのわたげは白い雲になる
いわし雲宿題ぜんぶ持ってって
耳すませすすきの声がきこえるよ
佳作
もずの声雨と晴れとのさかい目に
やきいもを一人じめするうらのにわ
家中に掃除機の音大晦日
消しゴムをいっぱい使って年明ける
日向ぼこちょっとはなれてする会話
落葉ふむ色んな音が聞こえるよ
初日の出いつもとちがう海の色
体育が一番とくい冬の空

氏名
大塚 祐実
上村 奈月美
三木 優太朗
山下 三奈美
日向 佑実
中野 七海
池田 奈々華
篠﨑 益德
鈴木 雅貴
池田 六花
佐々木 荘真
柴田 陽貴
髙木 優晴
稲垣 栞奈
藤井 龍汰
山河 優陽
鈴木 彩芽
吉川 朝陽
鴨志田 羽奈
水谷 春斗
南 龍成
石田 雷珠

都道府県・学校名
岐阜県・大垣市立墨俣小学校三年
群馬県・高崎市立岩鼻小学校五年
富山県・高岡市立牧野小学校六年
愛媛県・愛南町立平城小学校六年
岩手県・葛巻町立江刈小学校三年
青森県・十和田市立高清水小学校六年
群馬県・高崎市立岩鼻小学校五年
埼玉県・久喜市立栗橋西小学校四年
千葉県・我孫子市立新木小学校三年
鹿児島県・阿久根市立田代小学校一年
鹿児島県・曽於市立財部南小学校六年
東京都・江戸川区立南篠崎小学校四年
福井県・鯖江市神明小学校六年
京都府・京都市立花背小中学校六年
愛媛県・愛南町立家串小学校四年
鹿児島県・薩摩川内市立里小学校三年
東京都・足立区立島根小学校六年
東京都・江戸川区立西小松川小学校五年
東京都・江東区立第六砂町小学校三年
岐阜県・大垣市立墨俣小学校三年
大阪府・泉佐野市立第二小学校五年
愛媛県・愛南町立平城小学校四年

【中学生の部】
賞
入選句
特選
ひとはけを加えたくなる秋の空
公園に誰も居ないが蝶は舞う
桜咲くそんな季節も家の中
かき氷ほんの一口目をつむる
秀逸
足跡がたくさんできる夏の海
初雪や誰かを祝うように降る
冬の朝オレンジ色の地平線
夕立や空にきらめくホームラン
春うらら使うノートをまちがえた
ラムネ水飲み干しのぞく瓶の中
これからの進路を決める霜柱
しゃぼん玉さかさまの空消えていく
お弁当桜の花びら入りけり
真っ青な空を見上げる原爆忌
図書館へ自転車をこぐ暑い道
佳作
サイダーの泡を数えて友を待つ
音もなく秋の蚊集うベンチかな
一粒をゆっくりつまむ豆ごはん
腕時計そっとはずして初詣
鉛筆が湿気を吸いし冬の雨
枯木道川の流れを沿うごとく
足が行く次へ次へと霜柱

氏名
迎井
竹田
加地
石岡
藤木
喜多
三木
長嶺
安田
前沢
佐藤
西谷
井冨
芳賀
須田
鈴木
坪井
大野
真勢
中村
小川
須川

都道府県・学校名
奈良県・五條市立五條東中学校二年
埼玉県・三芳町立藤久保中学校三年
北海道・石狩市立厚田学園九年
東京都・台東区立駒形中学校三年
佐賀県・白石町立有明中学校三年
青森県・むつ市立大湊中学校二年
和歌山県・岩出市立岩出第二中学校三年

桃香
文奈
未玖
翔宇
れいな
智未
健生
恵太朗
心優
茉弥
絵梨花
和華
朱音
陽斗
良介
らら
琴
秀稀
里奈子
貫士
ののか
愛里

茨城県・下館第一高等学校附属中学校一年
茨城県・下館第一高等学校附属中学校一年

群馬県・玉村町立玉村中学校三年
埼玉県・坂戸ろう学園三年
岡山県・山陽学園中学校二年
高知県・安田町立安田中学校二年
宮城県・仙台市立郡山中学校二年
群馬県・前橋市立東中学校三年
宮城県・仙台市立郡山中学校三年
千葉県・千葉市立幸町第一中学校二年
静岡県・静岡市立蒲原中学校二年
青森県・むつ市立大湊中学校三年
宮城県・仙台市立郡山中学校三年
千葉県・千葉市立幸町第一中学校一年
静岡県・静岡市立藁科中学校二年

第19回りんり俳句大賞
【高校生の部】
賞
入選句
特選
筆箱の中身が多し冬うらら
衣更教室ぱっと白くなる
友達はひとりで足りるチューリップ
消しゴムが白くかがやく夏季講座
秀逸
かおる湯気新米がたつ箸の先
手袋の片方ずっと探してる
寒雀誰も見てゐぬ大道芸
しゃぼん玉割れたら見える次の空
風光る竿におおきな父のシャツ
自転車のペダル軽やか夕蛙
自転車のサドルに乗った青蛙
聖堂や蝶と硝子の鎮魂歌
腕時計何度も覗く夜業かな
友だちとランチわけあう鰯雲
佳作
秋空や生徒会長立候補
秋の夜や油の匂う父の服
独り言大きくなりて夜長かな
ガリガリと噛むのど飴や空っ風
霾や進路希望の紙白し
白梅の香り漂ふ台所
山茶花に夕日のあたる下校道
教室はからっぽのまま冬の鵙
【教師の部】
賞
特選

秀逸

佳作

入選句
全員の起立が揃う秋の朝
夕焼けをいつもと違う場所で見る
机拭く教員一人新学期
宿題と宿題の間のかき氷
虹のせゐにして仕事を休みけり
凍鶴の向こうに遊ぶ子どもたち
聴くだけの校歌かみしめ卒業す
麗かやサイドスローの腕しなる
初燕空の青さを街に告ぐ
主語動詞補語目的語しゃぼん玉
桃色の越前和紙や雛納め
長所まじめ短所生まじめ軒燕
先生と呼ばれ幾年青蜜柑
秋風や頭上かすめるフリスビー
ひとりごと乾かしてゆく夜半の月
筆圧の強き答案金木犀
哲学書科学書読みて冬籠
輪飾や父の生家の井戸深し
初雪や図書室の鍵見あたらず
小春日や象の歩みのやはらかく
劇場の工事中なり寒の月
若菜摘み日だまりひとつ影ふたつ

年間優秀句

氏名
室 彩音
五十嵐 美咲
寺農 七海
坂本 光哉
山﨑 生睦
荒町 璃音
葛谷 美桜
亀山 桜華
加藤 千晶
田中 茜
鈴木 基弘
座波 若奈
相場 一杜
神原 彩那
岩佐 流生
船津 慶人
鈴木 空
里舘 園子
難波 晴菜
村上 更紗
渡辺 桜基
佐々木愛未

都道府県・学校名
三重県・紀南高等学校三年
埼玉県・所沢西高等学校二年
大阪府・大阪桐蔭高等学校二年
埼玉県・所沢西高等学校二年
埼玉県・所沢高等学校一年
青森県・七戸高等学校二年
岐阜県・鶯谷高等学校二年
群馬県・常磐高等学校二年
石川県・金沢錦丘高等学校二年
愛知県・豊橋西高等学校三年
岡山県・興陽高等学校一年
沖縄県・首里高等学校三年
秋田県・秋田北高等学校一年
茨城県・結城第二高等学校三年
岐阜県・鶯谷高等学校二年
三重県・紀南高等学校三年
愛知県・岡崎東高等学校二年
岩手県・水沢高等学校二年
愛知県・幸田高等学校一年
岡山県・興陽高等学校一年
岡山県・興陽高等学校一年
愛媛県・済美高等学校二年

氏 名
大石 元気
西嶋 隆寛
佐藤 功
和田 悦子
山本 純人
柳杭田 春香
赤荻 佐知子
小笠原 祐子
今井 洋一
篠﨑 明子
松下 浩子
堀部 教代
菊池 陽子
大熊 拓
安藤 美怜
中島 透
中島 紀生
宮下 嘉納子
井川 翔太
渡辺 香苗
石川 裕子
吉田 眞章

都道府県・学校名
東京都・江戸川区立西小松川小学校
奈良県・大淀高等学校
埼玉県・所沢西高等学校
秋田県・秋田西高等学校
埼玉県・坂戸ろう学園
岩手県・久慈市立宇部小学校
茨城県・結城第二高等学校
岩手県・水沢高等学校
宮城県・仙台市立郡山中学校
茨城県・下館第一高等学校附属中学校
石川県・金沢西高等学校
岐阜県・鶯谷高等学校
東京都・江戸川高等学校
東京都・北区立西浮間小学校
愛知県・幸田高等学校
愛媛県・済美高等学校
和歌山県・初芝橋本高等学校
愛媛県・愛南町立平城小学校
岐阜県・関市立富野中学校
愛知県・豊橋西高等学校
愛知県・岡崎東高等学校
奈良県・大淀高等学校

