第20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 夏燕駅から空へ飛んでゆく

銀賞

小学生の部

銅賞

氏名

都道府県 学校

学年

鈴木 祐介

東京都 杉並区立高井戸第四小学校

四年

おそい君夕日がしずむかたつむり

中島 彩花

東京都 足立区立島根小学校

四年

外に出て涼風を待つ私たち

中崎 陽彩

岩手県 葛巻町立江刈小学校

五年

一口で世界きらきら初ガツオ

佐藤 優姫奈 埼玉県 坂戸ろう学園

五年

かき氷イチゴのにおいはなにつく

深間 礼楽

三重県 津市立高茶屋小学校

二年

たんぽぽのわたげふわふわかわいいな 綿谷 颯太

徳島県 石井町高原小学校

一年

こいのぼり波にあおられ泳いでる

城間 椛那

沖縄県 那覇市立仲井真小学校

六年

あまがえる岩から水へとびこんだ

谷治 真絆

東京都 大南学園第七小学校

三年

目高の背きらりと光る昼休み

小山 莉璃

東京都 江東区立第六砂町小学校

四年

眠そうにぼくを見上げるカエルかな

木内 太一

山梨県 南部町立栄小学校

六年

星みたい太陽みたいいちごかな

菊地 嶺

京都府 京都市立花背小中学校

三年

母の日に絵でプレゼント赤い花

谷口 奈津実 和歌山県 紀美野町立下神野小学校

六年

海の上魚がはねて春の夕

前田 梓紗

愛媛県 愛南町立家串小学校

四年

土の中かぞくのありはうごいてる

越後 龍

青森県 十和田市立高清水小学校

一年

進級し筆とすずりと桜もち

平良 瑠智亜 鹿児島県 三島村立三島大里学園

六年

暗い夜花火の音でおこされた

脇谷 薫

島根県 海士町立福井小学校

三年

タンポポをふまないように守備をする

五十嵐 太陽 群馬県 高崎市立岩鼻小学校

六年

初夏の日に父と窓ふき白いあと

六戸 真優

青森県 弘前大学教育学部附属小学校 四年

こいのぼりながめる町もいいながめ

澁谷 心春

佐賀県 太良町立多良小学校

五年

夏みかんえだから切るといいにおい

坂井 礼華

東京都 杉並区立高井戸第四小学校

四年

こいのぼりさわってみたいな届くかな

野中蓮太朗

東京都 杉並区立三谷小学校

三年

ライオンを見る人いっぱいこどもの日

小座間 葵

東京都 江東区立第二亀戸小学校

五年

あざやかな海の青さのイヌフグリ

髙桒 瑛斗

岐阜県 飛騨市立河合小学校

五年

卒業式使い古した絵の具セット

渡邊 生

京都府 伊根町立本庄小学校

六年

啓蟄の夜明けとともに船出かな

木戸 淳博

大阪府 泉佐野市立第二小学校

六年

ぶらんこで空を飛んだら雲の上

西内 絢音

徳島県 阿南市立椿小学校

四年

なつの風ジャングルジムは高かった

佐々木 悠斗 愛媛県 愛南町立平城小学校

二年

このおかに弟つれてさくら草

新保 詩乃

東京都 北区立西浮間小学校

三年

さくらんぼこれすっぱいな楽しいな

清藤 圭

鹿児島県 薩摩川内市立里小学校

三年

つばめの巣ひなが数匹わらの中

藤田 颯介

熊本県 水上村立湯山小学校

五年

くねくねと空でおおぐよこいのぼり

松本 結奈

佐賀県 太良町立多良小学校

六年

あと一歩おたまじゃくしに手足生え

野村 ひかる

東京都 杉並区立高井戸第四小学校

四年

夏の夜輝き放つりんごあめ

高橋 蓮晴

東京都 杉並区立三谷小学校

五年

春の雲見ているだけでいい匂い

岩渕 蒼海

東京都 江戸川区立南篠崎小学校

五年

たけのこがひょっこりお顔今おきた

三島 奏音

竹やぶのきみどり光る穀雨かな

亀海 晴

鹿児島県 曽於市立財部南小学校

五年

東京都 杉並区立三谷小学校

六年

こいのぼり家ぞくがいればしあわせだ

今泉 柊太朗 佐賀県 太良町立多良小学校

三年

月のぼりすずとたいこの音ひびく

田村 葵

東京都 東村山市立秋津陽学校

六年

田に残る子の影二つ春の暮れ

千田 泉吹

東京都 江戸川区立西小松川小学校

六年

妹に負けてばっかり春の雨

清水 秀就

愛媛県 愛南町立平城小学校

三年

なつのうみもぐってかいがらみつけたよ 飯迫あかり

兵庫県 姫路市立林田小学校

一年

第20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 おんどりの鶏冠は垂れし朝曇

銀賞

中学生の部

銅賞

氏名

都道府県 学校

学年

東野 礼豊

愛知県 名古屋中学校

一年

指先の天道虫はもういない

尾原 健斗

大阪府 八尾市立高美中学校

一年

教科書が勝手に閉じる四月かな

髙橋 綾香

東京都 台東区立駒形中学校

二年

太陽もぼんやり見える春霞

吉田 陽登

北海道 石狩市立厚田学園

八年

足ぶみをして眺めてる桜かな

北本 結羽

青森県 むつ市立大湊中学校

三年

黒板の消し跡残る春の夕

宮崎 美蘭

宮城県 仙台市立郡山中学校

一年

春の夜やお風呂あがりのレモネード

佐野 智哉

茨城県 下館第一高等学校附属中学校 二年

光へと頭をのばすつくしんぼ

妹尾 小雪

埼玉県 三芳町立藤久保中学校

二年

潮の香の色とりどりの夜店かな

岩松 桜

千葉県 千葉市立幸町第一中学校

三年

カブトムシあみに穴あけ逃げていく

石川 竜也

千葉県 千葉市立花見川中学校

一年

青葉風筆圧強き記名かな

神田 怜美

静岡県 静岡市立蒲原中学校

三年

梅雨晴れ間黒光りする路面かな

望月 大幹

静岡県 静岡市立城内中学校

二年

囀や青き陶器のオルゴール

金川 浬久

愛知県 名古屋中学校

三年

うららかに流れる川に空うつる

杉野 ひなた

三重県 津市立久居西中学校

三年

春満月見るたび動く時止まれ

植田 歩美

奈良県 五條市立五條東中学校

三年

チャイム鳴るテストをめくる春一番

奈川 倫己

岡山県 山陽学園中学校

二年

ドクダミを横目にながめ家路つく

平野 柚菜

山口県 下関市立勝山中学校

一年

部活後の体にしみる春夕焼

川口 幸乃

愛媛県 八幡浜市立愛宕中学校

三年

涼しげに食器を濯ぐ母の腕

井上 日菜子 愛媛県 八幡浜市立愛宕中学校

三年

地平線入道雲が追ってくる

小島 陽菜

高知県 安田町立安田中学校

三年

たんぽぽのわたげが口に入りこむ

公文 陽向

高知県 安田町立安田中学校

二年

春の空新たに出会う仲間たち

清川 心暖

北海道 札幌市立平岡緑中学校

二年

新緑の影を避け書くノート上

武士 瞳子

群馬県 玉村町立玉村中学校

三年

天上に光反射し春の日々

河野 風花

埼玉県 坂戸ろう学園

二年

航跡の伸びゆく先の五月晴

福島 虹輝

静岡県 静岡市立蒲原中学校

三年

風光る諏訪湖の白き船二つ

村松 小太郎 静岡県 静岡市立蒲原中学校

三年

あじさいが静かに開く窓の外

瀧井 希

静岡県 静岡市立藁科中学校

一年

落ちてくる雫の下に山紫陽花

川勝 杏稟

京都府 京都市立花背小中学校

七年

外にでてこちらを見てるつくしたち

三谷 修平

奈良県 五條市立五條東中学校

三年

アマガエル倉庫の中でつかまえた

井上 華里

山口県 下関市立勝山中学校

一年

くるくると三重丸のわらびつむ

西岡 壮祐

高知県 安田町立安田中学校

一年

母の日にはにかみ贈るありがとう

平田 璃月稀 熊本県 山鹿市立菊鹿中学校

三年

鯉のぼりみんなで飾り歌歌う

鈴木 龍平

八年

兄と弟桜の前で写真撮る

市原 瑠那

つばめ見てお帰りなさいと口に出す

松岡 美友子 岡山県 山陽学園中学校

二年

子どもらのかけ行く先のシャボン玉

森崎 太誠

大阪府 大阪市立長吉六反中学校

三年

山清水大海原の旅路かな

小野 愛莉

佐賀県 白石町立有明中学校

三年

夏草に車通って揺れにけり

前田 漣

佐賀県 白石町立有明中学校

三年

蒲公英のふわっと一息夕空へ

長﨑 大悟

大阪府 八尾市立高美中学校

一年

山合いの棚田に映る空のどか

佐々木 樹

京都府 亀岡市立別院中学校

三年

春風が草木揺さぶりふきぬける

毛塚 深山

埼玉県 三芳町立三芳中学校

一年

鹿児島県 三島村立三島大里学園
岐阜県 関市立富野中学校

一年

第20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 教室に入りたそうな木の芽かな

銀賞

高校生の部

銅賞

氏名

都道府県 学校

学年

辻 優香

茨城県 結城第二高等学校

四年

音割れの町内無線木の芽雨

難波 晴菜

愛知県 幸田高等学校

二年

さくらんぼ祖母と政治の話など

葛谷 美桜

岐阜県 鶯谷高等学校

三年

青嵐部活帰りの背中押す

小幡谷こはる

東京都 江戸川高等学校

三年

春の朝大きな服に袖通す

小峯 優心

埼玉県 所沢西高等学校

一年

囀や方位磁石の針狂う

里舘 園子

岩手県 水沢高等学校

三年

さくらんぼ未熟な黄色一つだけ

大沢 真央

青森県 七戸高等学校

一年

とうもろこし両端持ってかぶりつく

岡田 千佳

岐阜県 吉城高等学校

二年

春泥をゆっくり踏んでみる夜明け

田外 美緒

愛知県 岡崎東高等学校

三年

五月雨落とし物まだ見つからず

赤塚 香布美 秋田県 秋田北高等学校

一年

帰り道すれ違いざま青嵐

大熊 未来

岡山県 山陽学園高等学校

三年

窓しめてまだ鳴り止まぬせみの声

髙田 悠輔

群馬県 常磐高等学校

一年

傘畳み見上げた空は五月晴れ

東海林 渓太 東京都 目黒学院高等学校

二年

春光や紙飛行機の不意に落つ

加藤 千晶

石川県 金沢錦丘高等学校

三年

運筆の腕の静脈沈丁花

長村 磨侑

岐阜県 鶯谷高等学校

一年

悠々と蒼を頬張るこいのぼり

稲垣 圭伸

岐阜県 飛騨神岡高等学校

三年

梅雨寒や塗装の剥げた停留所

岡崎 陽平

三重県 紀南高等学校

三年

若葉冷掛け声響くグラウンド

赤倉 康太

三重県 紀南高等学校

三年

ぞうきんの下糸からむ春休み

山本 真由

奈良県 香芝高等学校

三年

おかえりと祖母の両手に伊予みかん

佐々木 愛未 愛媛県 済美高等学校

三年

春泥や古い校舎に足の跡

寺本 希海

一年

一輪のカーネーションにリボン結う

加門 穂乃香 岡山県 興陽高等学校

二年

虹見えてうれしい午後の授業中

山本 華鈴

奈良県 奈良南高等学校

一年

夕焼けに父と娘のうしろすがた

中西 優良

奈良県 大淀高等学校

三年

昼時の木陰は静か青嵐

田中 伊吹

三重県 紀南高等学校

三年

目を細む窓の新樹の明るさに

住田 実夏

岡山県 山陽学園高等学校

二年

友と解く数Ⅱの問や麦の秋

吉見 佳歩

山口県 熊毛南高等学校

三年

物置に古きオルガン春うらら

青野 莉音

愛媛県 済美高等学校

二年

馬の眼の遠くに木の芽風の色

馬場 叶羽

愛媛県 今治西高等学校伯方分校

二年

青い空ひらひら揺れる鯉のぼり

菊池 翔太

岡山県 岡山理科大学付属高等学校

三年

一人帰路傘つく度に梅雨の音

戸田 悠仁

埼玉県 所沢高等学校

一年

小さいな大きな口のつばめの子

宮﨑 志歩

大阪府 大阪桐蔭高等学校

二年

バスの中入道雲も学校へ

三上 颯葵

青森県 七戸高等学校

一年

母国語の柔らかい声柿若葉

髙橋 朱音

岩手県 水沢高等学校

三年

一人きり荷解き始め春の雨

利部 瑠南

秋田県 秋田西高等学校

二年

人々の秘密のうわさかたつむり

吉瀬 千咲

埼玉県 坂戸ろう学園

一年

図書館の本棚で会う春の風

宮本 学彦

石川県 金沢西高等学校

三年

沈みたる銭の字薄れ岩清水

大塚 宣孝

愛知県 名古屋高等学校

一年

嘴の黒の映える清水かな

幸村 遥都

愛知県 名古屋高等学校

一年

空蝉や金具の軋む革鞄

近藤 壮良

愛知県 名古屋高等学校

一年

赤レンガ倉庫の壁の春の泥

中村 颯汰

愛知県 豊橋西高等学校

二年

愛媛県 今治西高等学校伯方分校

第20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 校長は農夫となりて春の風

銀賞

教師の部

銅賞

氏名

都道府県 学校

山科 和子

愛知県 岡崎東高等学校

引越しで桜を愛でる暇もなし

伊賀 万仁

高知県 安田町立安田中学校

新品のヘアゴム入学式前夜

古市 桃子

群馬県 渋川市立渋川中学校

台風にコロッケ作る私の手

田中 宏子

三重県 津市立高茶屋小学校

かたつむり野菜とともにかごの中

瑞慶覧仁子

沖縄県 那覇市立仲井真小学校

今朝もまたキュウリのつるが天つかむ

永海 尚二

島根県 海士町立福井小学校

母の日の花一輪を朝に摘む

佐藤 一幸

青森県 弘前大学教育学部附属小学校

お気に入りの服をしまって春惜しむ

大石 元気

東京都 江戸川区立西小松川小学校

麦秋の自転車の位置風の位置

宮下嘉納子

愛媛県 愛南町立平城小学校

うみねこのこえひそやかに梅雨の朝

下瀬 朋美

鹿児島県 薩摩川内市立里小学校

猫よけの金網の寺梅雨の入り

馬詰 昌子

愛媛県 八幡浜市立愛宕中学校

惑星のこのひとすみにこの青柚

笠原 一昌

茨城県 下館第一高等学校附属中学校

引き分けの得点板を夏つばめ

岡野 裕子

千葉県 千葉市立幸町第一中学校

カーラジオ虹が見えると教えられ

町田真奈美

静岡県 静岡市立城内中学校

三月やビルの解体跡広し

赤荻佐知子

茨城県 結城第二高等学校

コーラより抜ける炭酸春愁

本多 伸也

石川県 金沢錦丘高等学校

ハードルを越す前傾や夏に入る

堀部 教代

岐阜県 鶯谷高等学校

立葵ダッシュ十本課してをり

徳永 京子

山口県 熊毛南高等学校

うどん屋の跡にうどん屋春深し

岡田 英樹

愛媛県 松山中央高等学校

数ページ抜けたる文庫春炬燵

中島 透

愛媛県 済美高等学校

長居する渡り廊下につばめかな

仲野 充洋

愛媛県 今治西高等学校伯方分校

庭先へころがるバケツ春嵐

鵜瀬 勇貴

鹿児島県 三島村立三島大里学園

追悼の言葉書きつつ梅雨じめり

萩原健一郎

岡山県 山陽学園中学高等学校

子どもらも成長する日麦の秋

小河 大祐

山口県 下関市立勝山中学校

ひっそりとふるさと照らす福寿草

渡邉 稔

岐阜県 飛騨市立河合小学校

大陸は動くと知つてしやぼん玉

西田 拓郎

岐阜県 大垣市立墨俣小学校

春草の名を知るたびに愛おしく

荒川 誠

東京都 大南学園第七小学校

雨音が気になる目覚め梅雨の朝

島村 晃

東京都 足立区立島根小学校

初孫の頬柔らかき柏餅

加納 直樹

東京都 杉並区立高井戸第四小学校

校舎から田の字あざやか田植えかな

藤井 剛

群馬県 高崎市立岩鼻小学校

宿題の漢字プリント生徒汗

加藤 恵子

緑蔭の近道のぼる吉野山

前田 知子

奈良県 大淀高等学校

あげる人思ひて拾ふ桜貝

松下 浩子

石川県 金沢西高等学校

玄関に大きなシューズ春の朝

柴 雅彦

東京都 目黒学院高等学校

やることの次から次へ春疾風

和田 悦子

秋田県 秋田西高等学校

ドーナツの穴から覗く春の海

田村 拡己

青森県 七戸高等学校

一叢を薙げば母校や夏はじめ

水野 大雅

愛知県 名古屋高等学校

声を張る体育教師夏つばめ

今村 桂子

静岡県 静岡市立蒲原中学校

野球部の背中に走る春の泥

中原 壱朋

茨城県 下館第一高等学校附属中学校

両の手に割かれぎっしり春キャベツ

千吉良 岳

青森県 むつ市立大湊中学校

桜もちほおばる顔が日向色

石原 沙織

鹿児島県 三島村立三島大里学園

和歌山県 紀の川市立打田中学校仙渓分校

