第15回 りんり俳句大賞 3学期の部 入賞者一覧
部門

賞 入選句

金賞 冬の朝青空光り深呼吸

銀賞

小学生の部

銅賞

氏名

都道府県 学校

学年

大澤 珠季

東京都 練馬区立光和小学校

六年

そりすべり何ども山をかけ上がる

佐藤 日伽莉

青森県 十和田市立高清水小学校

六年

大根がいっぱいあってどうしよう

千葉 翔太

岩手県 葛巻町立江刈小学校

三年

もみじの葉風がふくたび落ちてくる

石川 煉華

山形県 酒田市立田沢小学校

四年

こげやかん磨いてキラリ年を越す

矢島 歩実

東京都 大南学園第七小学校

五年

公園の霜柱ふむ親子かな

楠 みさと

東京都 墨田区立小梅小学校

五年

雪の道わたしの足あとついてくる

今井 咲羽

石川県 白山市立北陽小学校

三年

白鳥がはばたく時に光りけり

白川 裕真

岐阜県 高山市立花里小学校

六年

雪がとけ明け方の山馬かける

池田 晟悟

岐阜県 飛騨市立河合小学校

四年

福袋外国人も買いに来る

近藤 光翼

静岡県 磐田市立竜洋北小学校

六年

がんばったみんなの顔とはつ日の出

中山 はるか

三重県 伊賀市立新居小学校

二年

かるたとりこそっとくれるお兄ちゃん

沢田 鶴貴

滋賀県 長浜市立虎姫小学校

二年

クリスマスみんなの笑顔うつるまど

渡辺 侑

滋賀県 彦根市立亀山小学校

六年

雪だるますなや草たちまざってる

藤田 渚沙

兵庫県 神戸市立淡河小学校

四年

何描こう足跡つける雪の上

樋引 彩千穂

鳥取県 八頭町立安部小学校

六年

雪だるまいつでもぼくを見ているよ

大谷 光汰

鳥取県 八頭町立大江小学校

二年

山の色緑の上に雪化粧

坂田 倫太郎

徳島県 石井町立高川原小学校

六年

初日記さいしょの文字を美しく

兵頭 太嘉

愛媛県 愛南町立家串小学校

三年

まっすぐな家までの道冬夕やけ

兵頭 叶武

愛媛県 愛南町立家串小学校

二年

書初で手にも服にもすみついた

肥田 凌汰

愛媛県 砥部町立広田小学校

五年

体育館寒さにひびくバレーボール

百枝 あいか

長崎県 佐世保市立歌浦小学校

四年

初せりで声響き合う築地市場

古里 幸志朗

青森県 むつ市立脇野沢小学校

六年

雪景色遠くのあの山見えないよ

五十嵐 柚葵

山形県 鶴岡市立大山小学校

五年

冬休みイルミネーション見に行こう

桜井 夢叶

茨城県 境町立長田小学校

四年

いきたいなたこと一しょに青い空

佐藤 友晴

埼玉県 幸手市立さかえ小学校

一年

落ち葉はきはいてもはいても元通り

古井戸 晴翔

埼玉県 神川町立渡瀬小学校

六年

見上げると青空と雲初もうで

吉野 優希

東京都 江戸川区立篠崎小学校

五年

初氷きれいにうつる水のそこ

田中 和也

山梨県 南部町立栄小学校

三年

目の前にまっ白な息あらわれる

豊田 咲歩

愛知県 岡崎市立本宿小学校

五年

冬の風体の中をかけめぐる

西原 亜由佳

京都府 与謝野町立与謝小学校

五年

たこあげて田んぼの中をかけめぐる

東原 圭吾

兵庫県 姫路市立林田小学校

四年

冬の朝窓のおくには雪げしき

田中 優吾

鳥取県 鳥取市立美和小学校

六年

屋根の上パッと明るい雪かざり

中西 夏海

鳥取県 八頭町立大江小学校

五年

冬の朝おはようの声ふるえてる

梅野 航輝

島根県 海士町立福井小学校

四年

年賀状一まい一まいありがとう

髙木 宥叶

岡山県 津山市立一宮小学校

四年

さいほうがとくいになったふゆびより

斉藤 優渚

広島県 東広島市立平岩小学校

二年

台所大きななべにおでんの具

峰松 優月

佐賀県 太良町立多良小学校

四年

友達と弾む会話の息白し

吉浦 千尋

長崎県 佐世保市立歌浦小学校

六年

ため息をついて終わった冬休み

平尾 遙菜

大分県 大分市立明治小学校

五年

どんぐりは前のみどりにもどりたい

樋髙 煌千

鹿児島県 鹿児島市立中名小学校

二年

そばすする音の満ちたる大みそ日

落合 和奏

鹿児島県 霧島市立平山小学校

五年

第15回 りんり俳句大賞 3学期の部 入賞者一覧
部門

賞 入選句

金賞 冬銀河上を向こうと言っている

銀賞

中学生の部

銅賞

氏名

都道府県 学校

学年

鈴木 啓文

静岡県 静岡市立清水第七中学校

三年

友だちが多くて困る年賀状

小坂 志保

青森県 むつ市立むつ中学校

三年

マフラーの巻き方悩む朝仕度

峯田 実奈

宮城県 大河原町立金ヶ瀬中学校

二年

つないだ手少しさみしい七五三

相田 愛実

埼玉県 三芳町立藤久保中学校

三年

年明けは雲一つなく晴れわたる

小松平 竜馬

埼玉県 三芳町立藤久保中学校

三年

冬空の星が心を落ち着かす

岡崎 七夏海

埼玉県 三芳町立藤久保中学校

三年

北風に向って走る銀の猫

前田 浩希

埼玉県 小川町立欅台中学校

三年

こがらしを追い抜き走る子供たち

堀谷 槙斗

千葉県 千葉市立新宿中学校

一年

星達も揺れて輝くクリスマス

水口 一博

東京都 台東区立駒形中学校

一年

寒空をやんわり照らす陽の光

椎橋 莉音

神奈川県 横浜市立生麦中学校

三年

ざくざくと落葉の音が鳴り響く

向明戸 まい

神奈川県 横浜市立生麦中学校

二年

初日の出草木に命宿る時

今永 歩

静岡県 静岡市立大川中学校

一年

別れ道右も左も冬景色

森 透弥

静岡県 静岡市立東中学校

一年

お雑煮はにっぽんの味母の味

吉岡 未来

京都府 宮津市立栗田中学校

一年

凍蝶やかすかに見えるあの光

古池 華韻

大阪府 大阪桐蔭中学校

一年

しめ縄に家内安全ねじり込む

杉田 梨花

奈良県 奈良市立興東館柳生中学校 三年

もちくわえのばしてみようどこまでも

宮里 玲菜

広島県 三次市立十日市中学校

三年

じいちゃんの声がきこえる枇杷の花

伊勢 楓華

愛媛県 愛南町立内海中学校

二年

冬ざれや湯気であふれる父の椀

小田 さくら

愛媛県 済美平成中等教育学校

一年

白鳥が白い景色にとけこんで

馬場 明香里

福岡県 門司学園中学校

二年

せい服に雪がとけこみ色変わる

二原 莉捺

宮崎県 小林市立小林中学校

三年

真夜中に夜景と混ざるさらさら雪

佐藤 彩奈

北海道 札幌市立明園中学校

二年

冬の道友とおしゃべり温かい

山崎 永登

青森県 弘前市立第二中学校

二年

初春の風に吹かれて授賞式

大野 柚子

青森県 青森明の星中学校

一年

冬の空町一面をおおってる

須郷 優里

青森県 青森明の星中学校

三年

北風や澄んだ山々よく見える

浅香 柚安

群馬県 玉村町立玉村中学校

一年

良い香りほんのり分かる丸みかん

水越 遥

千葉県 千葉市立新宿中学校

二年

すんだ空たこが真上にまい上がる

永野 百萌

静岡県 静岡市立大川中学校

一年

木枯らしが開けてくれよと窓たたく

中原 龍雅

愛知県 東海市立加木屋中学校

一年

息白し通天閣の文字かすむ

中山 皓介

愛知県 名古屋中学校

二年

おでんからとうとう昇る湯気見つめ

長尾 大輔

大阪府 大阪市立長吉六反中学校

三年

手の中でふわふわ消える白い息

水津 菜緒

大阪府 枚方市立第三中学校

二年

家族皆同じ願いを初詣

西平 有伽

和歌山県 紀の川市立鞆渕中学校

三年

初日の出見て思い出す友の顔

村田 梨奈

山口県 下関市立東部中学校

一年

どこからかきんもくせいの香りかな

北原 瑠夏

愛媛県 愛南町立内海中学校

二年

虎落笛世間話に割りこめり

石﨑 智紀

愛媛県 済美平成中等教育学校

二年

雪積もりゆるくしなりし枝の先

渡邊 萌笑

熊本県 山都町立蘇陽中学校

一年

空風に吹かれる葉っぱ円を描く

小堀 早也佳

宮崎県 小林市立小林中学校

二年

北風と澄む星空に息をのむ

谷口 海七斗

鹿児島県 三島村立大里中学校

三年

子どもらに鈴の音降る聖夜かな

宅間 翔

鹿児島県 三島村立大里中学校

二年

第15回 りんり俳句大賞 3学期の部 入賞者一覧
部門

賞 入選句

金賞 クリスマスつま先立ちで星に触れ

銀賞

高校生の部

銅賞

氏名

都道府県 学校

学年

松田 桃子

愛媛県 済美高等学校

二年

煌めいた雪の先には初日の出

川田 航幹

北海道 北海道稚内高等学校

二年

味噌汁はいつもと同じ冬来たる

村上 瑛

岩手県 水沢高等学校

二年

本めくる指に蜜柑の匂ひあり

進藤 凜華

秋田県 秋田西高等学校

二年

人波を揺らす木枯交差点

景山 裕介

茨城県 下妻第一高等学校

二年

静寂にひとりたたづむ雪だるま

廣瀬 友香

茨城県 下妻第一高等学校

二年

君にだけひびく鐘の音福寿草

重岡 真吾

茨城県 結城第二高等学校

四年

初日の出自分の気持ちを改める

関田 晶

東京都 正則学園高等学校

二年

冬茜父の帰りはまだ遠い

中島 玲菜

親戚の同じ顔して雪だるま

野村 建太

岐阜県 吉城高等学校

一年

アルプスの稜線太し日記買う

森下 采咲

岐阜県 吉城高等学校

一年

深々と差す光へと毛糸編む

二村 菜月

愛知県 幸田高等学校

二年

急ぐ帰路狭き都会の冬の虹

井原 千恵理

愛知県 幸田高等学校

二年

木枯らしや海の香りを嗅ぎつけて

戸松 篤志

愛知県 名古屋高等学校

二年

神奈川県 横浜サイエンスフロンティア高等学校 二年

風邪をひきおかゆを食べてなおるかな 新田 実紗

三重県 杉の子特別支援学校石薬師分校 三年

ひっそりと水面に映える冬の月

津田 庸平

大阪府 大阪市立西高等学校

二年

初夢は空をぷかぷか泳いでる

斎藤 仁美

岡山県 山陽女子高等学校

三年

歌がるた祖父母の家の匂いして

中原 孝多朗

山口県 徳山高等学校

二年

風の中しっかり背負い大熊手

杉之内 風雅

愛媛県 済美高等学校

二年

数分の為の一年初日の出

笠屋 佑輔

愛媛県 済美平成中等教育学校

四年

手付かずの父の土産よ年暮るる

横山 純嶸

愛媛県 松山中央高等学校

二年

大吉はしまっておこう寒四郎

柳清 未羽

岩手県 水沢高等学校

一年

スケートや一歩も動けないでいる

鷹島 由季

秋田県 秋田西高等学校

二年

湖に映る山影春を待つ

小島 辰哉

茨城県 境高等学校

二年

就職がまだ決まらない歌留多取り

中尾 有沙

茨城県 結城第二高等学校

三年

澄んだ空山はうっすら雪化粧

八島 弘香

群馬県 常磐高等学校

三年

立山の朝日を受ける雪化粧

梶田 栞里

富山県 大門高等学校

二年

福袋みんなで開ける時無口

奥田 風花

石川県 金沢錦丘高等学校

一年

針葉樹雪にも負けず深緑

上道 朱理

岐阜県 吉城高等学校

一年

だんだんと顔の似てくる七五三

稲木 瞳

岐阜県 飛騨神岡高等学校

一年

冬麗や幼子の手の柔らかき

森 夢加

岐阜県 飛騨神岡高等学校

三年

雪つもり子供のはしゃぐ声響く

鈴木 明子

静岡県 掛川工業高等学校

二年

手袋に冷えた指先ライブ待つ

木下 眞亜利

愛知県 岡崎東高等学校

二年

友達の友達とゐて冬木道

牛田 大貴

愛知県 名古屋高等学校

一年

シーソーが静かに揺るる冬休み

中村 渉

愛知県 名古屋高等学校

二年

人影がない校庭に雪だるま

藤川 優駿

大阪府 大阪市立西高等学校

二年

寒い朝すれ違う人皆急ぐ

青木 野々香

岡山県 山陽女子高等学校

三年

冬の月静かな夜を独り占め

村田 明未

山口県 宇部商業高等学校

三年

山眠るかつては海であった場所

鎌田 彩海

山口県 徳山高等学校

二年

店番のサンタクロース髭をとり

山本 由菜

愛媛県 済美高等学校

二年

冬銀河父の背中を映し出し

馬越 三奈

愛媛県 伯方高等学校

一年

第15回 りんり俳句大賞 3学期の部 入賞者一覧
部門

賞 入選句

金賞 綿虫の我がてのひらに休みけり

銀賞

教師の部

銅賞

氏名

都道府県 学校

角南 知子

岡山県 山陽女子高等学校

まどあけて雪待つ子らの背をながめ

小谷 朋子

京都府 与謝野町立与謝小学校

大晦日片付けいつまで続くやら

寒河江 慶吾

大阪府 大東市立住道南小学校

あがるたこ見ると重なる空の青

宇都宮 紀代香 鹿児島県 鹿児島市立中名小学校

北風やチョークの粉をおどらせて

秋山 佳慧

岡山県 津山市立一宮小学校

ひらひらと何かを告げる落葉かな

西尾 哲

静岡県 磐田市立竜洋北小学校

霜の宿遠くに響くかねの音

石原 さつき

愛知県 岡崎市立本宿小学校

たなご釣りしかけをこばむ薄氷

髙島 一広

東京都 江戸川区立篠崎小学校

山眠る子の声響く昼休み

松下 静雄

鹿児島県 南九州市立大丸小学校

ハードルの白き残像暮早し

伊東 恵理子

長崎県 佐世保市立歌浦小学校

雪に立つ星の匂ひの一樹かな

宮下 嘉納子

愛媛県 愛南町立家串小学校

初雪や足跡付けに出でてみる

松岡 剛夫

大阪府 大阪桐蔭中学高等学校

墨の香を炎にのせしどんど哉

吉田 誠

熊本県 山都町立蘇陽中学校

薮にいて何か楽しげ寒雀

野中 恵子

宮崎県 小林市立小林中学校

年号を諳んじる声冬日和

町田 真奈美

静岡県 静岡市立東中学校

白い息夜空の星をにじませて

赤間 裕一郎

愛知県 東海市立加木屋中学校

門を出て一人ずつなる秋の暮

加藤 希世子

広島県 福山市立広瀬中学校

煮詰まりしカレーライスや三日過ぐ

三好 景子

愛媛県 済美平成中等教育学校

指先の溶け出してゐる初湯かな

水野 大雅

愛知県 名古屋高等学校

シクラメン司書室つねに開け放ち

氏家 さち子

茨城県 結城第二高等学校

初春や一本増えし猫のひげ

小笠原 祐子

岩手県 水沢高等学校

教え子とみちのく結ぶ年賀状

佐々木 洋子

青森県 十和田市立高清水小学校

ゲレンデは雪が少なく客少し

松村 有穂

三重県 伊賀市立新居小学校

初日さす校庭静かに子らを待つ

佐野 友里

山梨県 南部町立栄小学校

雪景色足跡見つけ森を見る

舘田 豊子

鳥取県 八頭町立大江小学校

あちこちを痛めてラガー疾走す

金澤 謙吾

大分県 大分市立明治小学校

どれがいい会話がはずむおでん鍋

大山 志保

山形県 鶴岡市立西郷小学校

さつま芋掘り跡の土黒々と

山村 真由美

山形県 三川町立押切小学校

つるし柿宿の軒端で人を待つ

磯谷 治男

滋賀県 長浜市立虎姫小学校

大小の足が集まるこたつかな

山崎 直彦

佐賀県 太良町立多良小学校

霜柱さくりさくりと煌めいて

服部 美咲

愛知県 弥富市立十四山東部小学校

お陽様をギュッと絞ってみかん箱

市川 真子

東京都 大南学園第七小学校

校庭の日陰の隅に霜柱

市川 史朗

埼玉県 幸手市立さかえ小学校

初雪の木の間より鈴の音

有本 浩子

大阪府 枚方市立第三中学校

ワイパーにしがみつきゐる落葉かな

小坂 卓男

京都府 宮津市立栗田中学校

軒下の氷柱を割りてもの寂し

石井 英樹

千葉県 千葉市立新宿中学校

ただいまの声聞き急ぎ葱刻む

河岸 美穂

石川県 金沢錦丘高等学校

恋のこと願う幸せ初詣

嘉藤 沢子

島根県 宍道高等学校

ゆったりと米寿の母の年用意

松嶋 民子

島根県 情報科学高等学校

冬ざれに師の背は遠くなりにけり

有松 夕祥

愛媛県 松山中央高等学校

受験生寒波の中を突き進む

常見 えり子

群馬県 常磐高等学校

