第１４回りんり俳句大賞
文部科学
自転車の籠に夕焼載せてをり
大臣賞
上廣倫理財団
似たような顔がいっぱいお正月
会長賞
鎌倉虚子立子
夏来る元気なだけで褒められる
記念館館長賞

渡部

年間優秀句
桜桃 愛媛県・松山中央高校２年

中村 一斗 新潟県・小千谷市立吉谷小学校６年
砂川

力哉 宮城県・大河原町立大河原中学校３年

【小学生の部】
入選句
祭りではいつもとちがう夜がくる
春の風校庭のすなひるがえる
しゃぼん玉おおきくなってさようなら
友だちとせかいちず見る夏休み
どんぐりがいつも近くに落ちている
星よりも街が輝くクリスマス
一年の目標決める初湯かな
しゃぼん玉夕日にすけてオレンジに
組体操一番てっぺん風かおる
ビー玉に小さく映す夏の空
あじさいの後ろに見えた細い道
手を開き橋の向こうのホタル待つ
紅葉のトンネルの下一歩ずつ
どんぐりがポッケの中でさわいでる
夏まつり目にやきついた色と音
リンゴもぎ今日も明日もながめてる
先生を日かげでまつよ夏の朝
しもばしら鳴る早朝の通学路
初もうでとなりで見てから手をたたく
年がじょういつもとちがう字で書こう
オーディションのくつは金色冬うらら
うわばきをあらいわすれた冬の風

児童氏名
赤池 未妃
田村 美喜
島井 悠佳
浅沼 胡春
福田 碧生
福田 優心
出浦 未来
森山 夢音
筧 蒼太
太田 圭
岡平 陽花
北岡妃華里
木戸場 凛
前野 色葉
渡邉 緋色
須田山 遥
大平 望美
小林 橙人
山口 舞琴
川口 真凜
伊勢 雅姫
石寺桜侍郎

都道府県・学校名
熊本県・相良村立相良北小学校６年
埼玉県・神川町立丹荘小学校５年
東京都・府中市立府中第十小学校２年
東京都・豊島区立清和小学校２年
長崎県・佐世保市立歌浦小学校３年
岩手県・盛岡市立城内小学校５年
東京都・江戸川区立篠崎小学校６年
東京都・大南学園第七小学校６年
鳥取県・鳥取市立美和小学校６年
東京都・足立区立千寿小学校６年
広島県・福山市立川口小学校６年
愛媛県・伊予市立佐礼谷小学校６年
岩手県・葛巻町立江刈小学校６年
千葉県・我孫子市立並木小学校６年
岐阜県・八百津町立和知小学校３年
青森県・十和田市立高清水小学校３年
岩手県・金ヶ崎町立三ヶ尻小学校３年
埼玉県・神川町立丹荘小学校３年
三重県・伊賀市立新居小学校４年
長崎県・佐世保市立歌浦小学校２年
愛媛県・愛南町立家串小学校４年
東京都・豊島区立清和小学校２年

【中学生の部】
賞
入選句
特選
五月晴れ両手をあげて背伸びして
水の中金魚がはしる赤と黒
自転車で父と見に行く花しょうぶ
手をたたき手首もたたき逃した蚊
秀逸
ポケットのどんぐり落ちる逆上がり
何気なく話したときの息白し
屋根からの氷柱地面に突き刺さる
石庭にさらさらと降る夏の雨
桜散る体育館の外で散る
春の山町を見ながらお弁当
日焼けしたあの子の前に優勝旗
夕立ちが過ぎ去る頃に仲直り
一本の向日葵前に嘘つけず
鱗雲貨物列車の分岐点
佳作
金魚すくい気づいたときには袖ぬれる
パレットにかすれた絵の具秋の空
闇の中静かにつもる白い雪
くっついて家族で向かう初詣
兄と見るベランダからの初日の出
自転車のペダル重たし寒の入り
ねぎを切る音が今年を刻んでく
霜柱形の違う靴の跡

生徒氏名
宅間 麗菜
林 夏未
蜂谷 雄昌
坂内帆空斗
中田 翔己
島田 美夢
佐藤 舞奈
新町 悠斗
野部 祥吾
西川 麟翔
村尾日衣奈
岩﨑明日香
長田 杏梨
冨田孝太郎
濱岡 千尋
関 向日葵
坂田 楓恋
吉島明日風
和田 光将
菊池 智輝
西笛 怜奈
不破 威吹

都道府県・学校名
鹿児島県・三島村立大里中学校３年
神奈川県・二宮町立二宮中学校１年
埼玉県・三芳町立藤久保中学校１年
埼玉県・小川町立欅台中学校２年

賞

特選

秀逸

佳作

東京都・江戸川区立南葛西第二中学校２年

福岡県・門司学園中学校３年
群馬県・玉村町立玉村中学校１年
埼玉県・上尾市立西中学校３年
埼玉県・北本市立西中学校２年
愛媛県・愛南町立内海中学校１年
山形県・新庄市立明倫中学校３年
埼玉県・三芳町立藤久保中学校２年
宮城県・大河原町立大河原中学校３年
愛知県・名古屋中学校１年
香川県・高松市立古高松中学校２年
福岡県・門司学園中学校３年
山口県・下関市立日新中学校２年
石川県・金沢錦丘中学校２年
千葉県・千葉市立新宿中学校２年
愛媛県・済美平成中等教育学校２年
東京都・江戸川区立南葛西第二中学校２年

埼玉県・小川町立欅台中学校３年

第１４回りんり俳句大賞
【高校生の部】
賞
入選句
特選
雪景色見えないものが見えそうな
自転車で風にふかれて夏近し
上履きの汚れ気になり梅雨に入る
どこへいっても電線と金木犀
秀逸
友を待つ図書館昏し秋時雨
真夜中の空腹包む毛布かな
窓際に長方形の寒さあり
出航の汽笛響きて朧かな
新緑や机の上の贈り物
サクランボ山盛りにして友集ふ
風薫る庭の木陰に犬ねむり
母の日を豊かに走る絵筆かな
青い空アイスクリームよく似合う
涼新た教室のドア開け放す
佳作
本棚に余白多くて秋の風
焼き栗の香とダミ声の交じる町
通り抜けできぬ路地抜け夏つばめ
浴衣着て欲しい言葉はひとつだけ
祖母の腕大きく伸びて注連飾
約束は約束のまま白鳥来る
玉砂利のこすれる音や初詣
冬の蠅追い払う手の柔らかく
【教師の部】
賞
入選句
特選
天高し学級長の声がわり
夕飯もお風呂も早い祭りの日
太陽の匂い溢れる髪洗う
オニヤンマ校長室に来たりけり
秀逸
秋日和川にて洗ふ山の靴
閉校の近づいてゐる冬夕焼
独り言多き暮らしや大根煮る
冗談はひかへめにしてゐる裸
身の内に火種あるらし麦の秋
ソーダ水グラスの中に夫の居て
白線を越えてゆく子ら夏隣
六月の机の上のテストかな
梅雨曇墨ふと匂ふ展示室
飲みかけのお茶そのままにいわし雲
佳作
採点を見守っており秋の蝶
つながれし犬に西日の当たる庭
次の駅までには暮れぬ冬の街
木枯らしの中央を行く受験生
帰り花母と二人の夕餉かな
鍵束を黒きコートに鳴らしをり
教え子の名前が変わる年賀状
五つの子母のマフラー長すぎて

年間優秀句

生徒氏名
乙川 海人
青戸 裕介
小豆澤賢也
竹中 健人
庄司 美紀
河野 朋実
三原 瑛心
西村 水澪
戸丸 桃花
塩屋 桜子
窪田 文紀
竹中 佑斗
安達 結菜
若林 哲哉
白藤こなつ
小林 剛士
松田 桃子
三浦 芳果
脇坂 空岳
檜垣 早苗
若林 健太
中島 瞭生

都道府県・学校名
茨城県・境高校２年
島根県・情報科学高校３年
埼玉県・桶川高校２年
愛知県・名古屋高校３年
青森県・七戸高校１年
岩手県・水沢高校１年
愛媛県・済美平成中等教育学校４年
秋田県・秋田西高校３年
群馬県・利根実業高校３年
山口県・山口高校１年
熊本県・八代工業高校３年
愛知県・名古屋高校３年
愛知県・岡崎東高校１年
石川県・金沢錦丘高校２年
石川県・金沢錦丘高校２年
千葉県・渋谷教育学園幕張高校２年
愛媛県・済美高校１年
山口県・宇部商業高校３年
愛媛県・松山中央高校２年
愛媛県・伯方高校２年
愛知県・名古屋高校１年
石川県・金沢錦丘高校３年

氏 名
大熊 拓
齊藤 真理
大山 真一
上原 幸一
渡邉 吉一
金澤 謙吾
三好 景子
山本 純人
石川 裕子
小原 薫
下山 桃子
土田 翔之
水口すみれ
谷合 孝紀
伊東恵理子
中谷 和弘
渡邉 照夫
桑野 優子
若井 清美
水野 大雅
関山 康紀
野島 涼子

都道府県・学校名
東京都・江戸川区立篠崎小学校
東京都・江東区立第二辰巳小学校
愛媛県・伊予市立佐礼谷小学校
鹿児島県・鹿児島市立中名小学校
茨城県・境高校
大分県・大分市立坂ノ市小学校
愛媛県・済美平成中等教育学校
埼玉県・所沢高校
愛知県・岡崎東高校
岐阜県・飛騨神岡高校
東京都・日野市立仲田小学校
東京都・足立区立中川北小学校
愛媛県・済美平成中等教育学校
東京都・日野市立仲田小学校
長崎県・佐世保市立歌浦小学校
和歌山県・紀の川市立那賀中学校
埼玉県・桶川高校
千葉県・渋谷教育学園幕張高校
愛媛県・愛南町立家串小学校
愛知県・名古屋中学校
東京都・台東区立駒形中学校
東京都・府中市立府中第十小学校

