
（敬称略）
番号 部門 賞別 氏名（筆名） 読み仮名 題名 市町村

1 小説・評論 奨励賞 坂本　愛子 サカモト　アイコ
ぬくめどり

暖鳥
由利本荘市

2 小説・評論 グリーン賞 田口　奈央子 タグチ　ナオコ 歳を取らなくなった君と 仙北市

3 詩 最優秀賞 深町　一夫 フカマチ　カズオ ホリゾントライト 大仙市

4 詩 奨励賞 鈴木　修一 スズキ　シュウイチ 草の岬 秋田市

5 詩 奨励賞 小林　康子 コバヤシ　ヤスコ 森の書店 井川町

6 詩 奨励賞 西村　慧亮 ニシムラ　ケイスケ ラインの黄金 能代市

7 詩 入選 いしざと　ゆうき イシザト　ユウキ 紫陽花 秋田市

8 詩 入選 安宅　キサ子 アタク　キサコ 青いトマト 秋田市

9 詩 入選 鈴木　敏男 スズキ　トシオ 手帳 にかほ市

10 詩 グリーン賞 金乃　華穂 コンノ　カホ 女の子の日 潟上市

11 詩 グリーン賞 空音樹　奏 ソラノキ　カナタ 十八の音 鹿角市

12 詩 グリーン賞 大塚　莉々 オオツカ　リリ 舞台袖ロマン 能代市

13 詩 グリーン賞 原田さゆり ハラタ　サユリ 猫と私 秋田市

14 短歌 最優秀賞 佐々木　ヨリ子 ササキ　ヨリコ 沙羅の花落つ 横手市

15 短歌 奨励賞 蓬田　真弓 ヨモギダ　マユミ 夜半に目覚めて 秋田市

16 短歌 奨励賞 髙橋　岑夫 タカハシ　ミネオ 媼 大仙市

17 短歌 奨励賞 熊谷　すが子 クマガイ　スガコ
きた

みどりご来る 由利本荘市

18 短歌 入選 森野　奈津 モリノ　ナツ 動物園 秋田市

19 短歌 入選 高橋　充 タカハシ　ミツル 村の子どもたち 上小阿仁村

20 短歌 入選 小林　康子 コバヤシ　ヤスコ 百年生きて 井川町

21 短歌 入選 佐々木　鏡子 ササキ　キョウコ 曾祖母となる 秋田市

22 短歌 入選 赤倉　聖来 アカクラ　セイラ 自分 仙北市

23 短歌 入選 浅利　夏音 アサリ　カノン 今年の夏は…… 仙北市

24 短歌 入選 髙田　勝彦 タカダ　カツヒコ 男めし 鹿角市

25 短歌 グリーン賞 高橋　那尚 タカハシ　トモヒサ 目覚める 大仙市

26 俳句 最優秀賞 唐　一平 カラ　イッペイ 信仰の園 秋田市

27 俳句 奨励賞 佐々木　亮子 ササキ　リョウコ 記念樹の桜 にかほ市

28 俳句 奨励賞 七尾　理絵子 ナナオ　リエコ 夏の海 秋田市

29 俳句 奨励賞 山田　草人 ヤマダ　ソウジン 通り土間 湯沢市

30 俳句 入選 種村　聖巴子 タネムラ　セイハシ 雄和路 秋田市

31 俳句 入選 佐々木　成 ササキ　ナル 鱈船 由利本荘市

32 俳句 入選 石田　幸栄 イシダ　ユキエ 幸せの刻 秋田市

33 俳句 入選 石郷岡　由紀 イシゴウオカ　ユキ 魂鎮め 秋田市

34 俳句 入選 石井　美智子 イシイ　ミチコ 堰普請 五城目町

35 俳句 入選 三浦　静佳 ミウラ　シズカ 盆の月 三種町

36 俳句 入選 浅田　英夫 アサダ　ヒデオ 祭 八峰町

37 俳句 入選 三浦　善隆 ミウラ　ヨシタカ 花火 男鹿市

38 俳句 入選 津谷　郁哉 ツヤ　フミヤ ふるさと 鹿角市

39 俳句 グリーン賞 佐々木　友凜 ササキ　ユリ 妹 秋田市

40 川柳 最優秀賞 鈴木　明夫 スズキ　アキオ いい眠り 秋田市

41 川柳 奨励賞 菅原　浩洋 スガワラ　コウヨウ 一粒の種 秋田市

42 川柳 奨励賞 川越　柳伸 カワゴエ　リュウシン 恋の数式 秋田市

43 川柳 奨励賞 澤田　幸代 サワタ　サチヨ 愛の果て 由利本荘市

44 川柳 入選 加藤　円心 カトウ　エンシン 父の横座 五城目町

45 川柳 入選 三浦　千両 ミウラ　センリョウ 再生へのみち 秋田市

46 川柳 入選 小松　隆義 コマツ　タカヨシ 黄昏 秋田市

47 エッセイ 奨励賞 高橋　文子 タカハシ　フミコ 栗の花 湯沢市

48 エッセイ 奨励賞 佐藤　則英 サトウ　ノリエ 竹の子 秋田市

49 エッセイ 奨励賞 畠山　信英 ハタケヤマ　シンエイ 小さな旅～心の色を微笑みに 男鹿市

50 エッセイ 奨励賞 阿部　美和子 アベ　ミワコ 夜のしじまで 由利本荘市

51 エッセイ グリーン賞 佐藤　奈央 サトウ　ナオ 感じて生きる 秋田市
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