
付け句 ペンネーム 学校

特賞 愛知県知事賞 公園で満月片手にダンクする 栄光のじいさん 愛知県立昭和高等学校

特賞 愛知県教育委員会賞 二〇〇〇年 I was born in Kyoto 奏でーる。 京都産業大学附属高等学校（京都府）

特賞 豊田市長賞 ロボットがベストフレンド会話する タン 岐阜県立大垣商業高等学校

特賞 豊田市教育委員会賞 朝焼けに染まる宿題片付いた 梶山　香奈 山手学院高等学校（神奈川県）

特賞 豊田市文化振興財団賞 ビスマスと亜鉛ぶつけてニホニウム 科学バカ 愛知県立天白高等学校

特賞 中日新聞社賞 銀メダルボルトも認めるバトンパス ピカタン 早稲田大学高等学院（東京都）

特賞 桜花学園理事長賞 あなたとの夏の魔法で縮む距離 マトぺ 名古屋市立菊里高等学校（愛知県）

特賞 桜花学園大学長賞 探査機で宇宙人とのコンタクト えださん 愛知県立愛知工業高等学校

特賞 桜花学園大学地域連携センター長賞 タイミング散った花びら猫に乗り わしお 愛知県立豊田南高等学校

付け句 ペンネーム 学校

秀逸 タイムスリップで賞 夕暮れの江戸の町並み臨む丘 オキ 埼玉県立上尾南高等学校

秀逸 快速通学で賞 自転車で空と信号ずっと青 三浦梨花 東京都立工芸高等学校

秀逸 友情で賞 病室の仲間に贈った初勝利 森藍里 愛知県立美和高等学校

秀逸 ウッホッホで賞 好きな人タイプの人がまさにおれ 田中真一郎 愛知県立昭和高等学校

秀逸 ついにゲットで賞 如月の机に入ったチョコレート まちこ 愛知県立天白高等学校

秀逸 汗、汗、汗で賞 立ちこぎで登り切れたぞ地獄坂 ドラヤキ 愛知県立豊田南高等学校

秀逸 しめしめで賞 胸筋が一日５ミリ増えていく 五郎丸歩 愛知県立名南工業高等学校

秀逸 天才技で賞 落ちる皿足でトラップサッカー部 おくのやま 愛知県立東郷高等学校

秀逸 ノーベル賞で賞 寝室ではっとひらめく中間子 ショウタ 徳島文理高等学校（徳島県）

秀逸 ロマンチックで賞 歩道橋あなたが夢の人ですか こんちゃん 狭山ヶ丘高等学校（埼玉県）

秀逸 絶対本気で賞 この夏に動いた僕の恋の針 みょん 愛知県立新川高等学校

秀逸 地球外生物で賞 宇宙から微弱な電波傍受する でんぱくん 愛知県立足助高等学校

秀逸 ヴィクトリアで賞 三分前女神が見えた決勝戦 イズクモ 静岡県立焼津水産高等学校

秀逸 最後の砦で賞 追試たちかかってこいや倒したる ペンネーム 愛知県立愛知工業高等学校

秀逸 あらどうしま賞 自動ドア挟まれそうで壁ドンに エリンギ 愛知県立西尾高等学校

秀逸 庶民の夢で賞 宝くじワンコインから大富豪 ゆう 愛知県立木曽川高等学校

とよた連句まつり　第１４回全国高校生付け句コンクール　入選発表

応募期間　 ２０１６年７月１日（金）～９月２０日（火）
応募総数　 １９，２１０句／６３校
選　　　者　 矢崎 藍（桜花学園大学客員教授）、間瀬 芙美（ころも連句会）、板倉 合（ころも連句会）、
　　　　　　　 竹田 敏子（とよた連句まつり選考委員会）、公益財団法人豊田市文化振興財団、桜花学園大学
主　　　催　 公益財団法人豊田市文化振興財団、桜花学園大学
後　　　援　 豊田市、豊田市教育委員会、愛知県、愛知県教育委員会、中日新聞社、一般社団法人日本連句協会
協　　　力　 ころも連句会

　

　　　　本年の特賞９句、秀逸１６句、入選・優５０句、入選１００句、合計１７５句を発表します。

　　　　２０１６年、現代の高校生の思い、暮らし、感性をご鑑賞ください。

　
　

１．特賞　９句　前句（奇跡は起きたこの瞬間に　未那）　表彰状と副賞（図書カード５千円）

賞

２．秀逸　１６句　前句（奇跡は起きたこの瞬間に　未那）　表彰状と副賞（図書カード５千円）

賞

 第１４回全国高校生付け句コンクールに１９，２１０句ものご応募をいただきました。若い発想で付け句を楽しんでくだ

さった作者の皆さんありがとうございました。 
 ７月１日～９月２０日の応募期間に６３校のご応募がありました。付け句、連句の楽しい授業をという国語表現教育へ
の提案に応えていただき、授業に時間を割いていただいた先生方に感謝します。教室の活気が聞こえてきそうです。個
人応募句も全国各地からいただきました。 

 今年の前句は 「奇跡は起きたこの瞬間に」（未那） です。この七七句に五七五句を付けてください。 



　（到着順）

付け句 ペンネーム 学校

優 家族で乾杯。 １０年もローンを縮めたお父さん 北嶋高典 京都産業大学附属高等学校（京都府）

優 守ろう平和！ 大統領原爆ドーム訪問す ピョエ 京都産業大学附属高等学校（京都府）

優 全世界みんなで決めた脱原発 フィレスト 京都産業大学附属高等学校（京都府）

優  見つめる。 今ここに君と私が生きている 津田真里奈 岐阜県立岐阜城北高等学校

優 どきどき。 「帰ろう」と言われたけれど傘ひとつ あすぽん 愛知県立豊田東高等学校

優 黒光り蒸気機関車復活す Ｍｅｉｔｅｔｕ 愛知県立木曽川高等学校

優 いい奴なんだ。 俺のこと宇宙人と呼ぶ宇宙人 エラ 埼玉県立上尾南高等学校

優 偶然は必然。 ニュートンが偶然見つけたリンゴの木 板井武流 埼玉県立上尾南高等学校

優 君のため出せる力は無限大 山田茉奈 愛知県立美和高等学校

優 叶えたい夢。 ワープして縄文人と土器作り ドロマエオ 愛知県立豊田南高等学校

優 初選挙日本を動かす僕らの票 プチ 愛知県立豊田南高等学校

優 友の声いじめはよせよ大人だろ まな 愛知県立豊田南高等学校

優 雪山で体にしみるヘリの音 世紀末覇者 岐阜県立八百津高等学校

優 逆転へ王者が魅せた神着地 柴田哲平 愛知県立明和高等学校

優 超めずらしい。 おはようと家族５人で朝ご飯 ニコサンサン 愛知県立明和高等学校

優 文字を書く書けば書くほどゲシュタルト トトロ 愛知県立東郷高等学校

優 病院で波を打ち出す心電図 もりもり 愛知県立東郷高等学校

優 ほっと安堵。 何事も起こらず生まれた牛の子が かんゆ 愛農学園農業高等学校（三重県）

優 なにもない田舎の道にコンビニが あいちけん 愛知県立足助高等学校

優 前鈴木横も後ろも皆鈴木 本澤篤志 愛知県立豊田工業高等学校

優 タックルを避けて独走初トライ 鈴木亮太 愛知県立豊田工業高等学校

優 アブラカダブラ 暴風雨傘さし立つとTake off ちび 愛知県立豊野高等学校

優 御縁です。 天敵が巡り巡って恋人に もち 岐阜県立加茂高等学校

優 孤独から救ってくれた君の歌 浅野琴音 岐阜県立加茂高等学校

優 弟の産声響く廊下まで ワシの 岐阜県立大垣商業高等学校

優 アニメ世界へGO！ 届いたよ二次元に行く夢切符 夢限 岐阜県立大垣商業高等学校

優 かわたれ時二人の思いはリンクする reason 愛知県立愛知工業高等学校

優 無から有宇宙誕生ビックバン 牛すじ弁当 愛知県立愛知工業高等学校

優 胸がいっぱい。 認知症祖母から聞けた私の名 探偵キッド 愛知県立新川高等学校

優 加速器の操作まちがえ新粒子 中久保蓮太 愛知県立新川高等学校

優 世は移る。 じいちゃんがスマホデビューで孫にライン 新留涼太朗 愛知県立新川高等学校

優 炎天下一筆入魂墨跳ねた 水野杏菜 岐阜県立瑞浪高等学校

優 三年間すべてを込めた大飛球 ジロウ 帝京大学可児高等学校（岐阜県）

優 コンクールまでに回復左指 ヒカル 帝京大学可児高等学校（岐阜県）

優 幽冥に蛍の奏でる鎮魂歌
レクイエム

ギャル 早稲田大学高等学院（東京都）

優 練習でできてなかった七連符 新海由貴 愛知県立天白高等学校

優 生還！ 手を伸ばすガレキの下のＳＯＳ 葵 愛知県立天白高等学校

優 数光年さきに地球と似た惑星 ずま 愛知県立天白高等学校

優 荒れた地に鳥が運んだ命の芽 松井栄里香 富山県立富山いずみ高等学校

優 縁結び神社の帰り君がいて 山寺蝉男 立教池袋高等学校（東京都）

優 一日もゲームをしない自分いた 佐藤亜蘭 東京都立工芸高等学校

優 愛猫が手下引き連れ歩いてる マーガソン 東京都立工芸高等学校

優 隕石が地球を通過危機一髪 さかなクン 狭山ヶ丘高等学校（埼玉県）

優 弁当に冷凍食品入ってない 五林二尋 狭山ヶ丘高等学校（埼玉県）

優 鎌倉の阿弥陀の涙梅雨が明け 真央 狭山ヶ丘高等学校（埼玉県）

優 えび反りで走り高跳び無重力 塚原彩花 狭山ヶ丘高等学校（埼玉県）

優 くるりんぱだし巻き玉子大成功 ぷりん 狭山ヶ丘高等学校（埼玉県）

優 ペットたち脱走計画大成功 やかちゃん 愛知県立昭和高等学校

優 決めてやるブザービートと告白を 山田真悠子 愛知県立西尾高等学校

優 兄心。 感無量あの妹が掃除した ふたつき 愛知県立西尾高等学校

　（到着順）

付け句 ペンネーム 学校

入選 ミサンガが切れたとたんに恋叶う ネスト 愛知県立安城高等学校

入選 窓の外捨てた恋文君キャッチ ホールトマト 愛知県立安城高等学校

入選 ふわふわりあたしの背中翼生え 橋本愛加 京都産業大学附属高等学校（京都府）

入選 片思い周りに聞くと両思い 突厥 京都産業大学附属高等学校（京都府）

入選 ゴミ捨てが一日遅れ課題無事 しらたき 京都産業大学附属高等学校（京都府）

入選 冷めた恋レンジに入れる二秒前 松ＮＯ．４ 静岡県立静岡商業高等学校

入選 もしかして才能？ うけないと思ったギャグが大爆笑 スペード 静岡県立静岡商業高等学校

入選 コロッケと念じていたら夜ごはん ふぉ～ 愛知県立豊田東高等学校

入選 初めてね目を見て言えた「おはよう」と Ａ 愛知県立豊田東高等学校

入選 おはようと蛹に声かけ五日間 あんぱん 聖マリア女学院高等学校（岐阜県）

４．入選　１００句　前句（奇跡は起きたこの瞬間に　未那）　表彰状

賞

３．優　５０句　前句（奇跡は起きたこの瞬間に　未那）　表彰状

賞



入選 チョコボール金の天使見つけたよ 児嶋結衣 岐阜県立羽島北高等学校

入選 涙目でゆがんだ文字は合格と 迫谷美華 三重県立紀南高等学校

入選 １９６９年です。 人類が月面上に足を置く 高松駿拓 埼玉県立上尾南高等学校

入選 真夜中に兄の部屋からペンの音 ささき 愛知県立熱田高等学校

入選 震災後力あわせたボランティア めぐ 愛知県立熱田高等学校

入選 殻破りふわりと浮いた僕のチョウ ゆきな 愛知県立熱田高等学校

入選 打ち水で酷暑が逃げる土瀝青 河村真帆香 愛知県立熱田高等学校

入選 母さんのきげんがよくて焼き肉へ 仲津愛花 愛知県立美和高等学校

入選 思春期の娘が父にありがとう 小川愛未 愛知県立美和高等学校

入選 木の幹で闇夜に光る白い蝉 山田 愛知県立美和高等学校

入選 穴をほり出てきた石に古代文字 磁石 愛知県立美和高等学校

入選 そよ風が吹いて芽生える恋模様 暁 愛知県立美和高等学校

入選 お猿に熊に亀さんもいる。 大集合なんとクラスが動物園 みく 愛知県立美和高等学校

入選 お父さん５キロ減量ダイエット 國松茉菜 静岡県立浜松湖南高等学校

入選 やぶさめで最後の一矢ど真ん中 尾崎莉花 静岡県立浜松湖南高等学校

入選 臓器移植ドナー見つかり助かった クマさん 埼玉県立岩槻北陵高等学校

入選 後輩がど真ん中からブザービート こうき 埼玉県立岩槻北陵高等学校

入選 登下校赤にならない信号機 蒲原鳴穂 静岡県立静岡商業高等学校

入選 朝ごはんまさかまさかのオードブル けいた 愛知県立佐織工業高等学校

入選 後輩のクリアボールが決勝点 ノグー 愛知県立佐織工業高等学校

入選 ひらひらと川に一羽の青アゲハ やぐち 愛知県立豊田南高等学校

入選 木もれ日の光集まる蛙の背 らーめん 愛知県立豊田南高等学校

入選 赤ちゃんの臍帯血で新医療 はな 愛知県立豊田南高等学校

入選 趣味が合う年上女子と初デート 谷髙直斗 聖隷クリストファー高等学校（静岡県）

入選 スクラッチ削るコインは御縁玉 山住雄人 愛知県立名南工業高等学校

入選 母の日に思いをのせるホームラン もりゆう 愛知県立名南工業高等学校

入選 お父さんのダジャレが今日はおもしろい 森琴星 三重県立四日市南高等学校

入選 スタートの反応速度０.5秒 小澤茉紘 三重県立四日市南高等学校

入選 妹がついに「にいに」と呼んだんだ 凸ニョル 愛知県立明和高等学校

入選 弁当のおかずにうなぎ入ってた 水野隼平 愛知県立東郷高等学校

入選 おみそ汁浮かんだねぎがハート型 おに 愛知県立東郷高等学校

入選 あの牛の白黒もようが日本地図 春巻 愛農学園農業高等学校（三重県）

入選 花ひらりあいつの肩に恋ふわり 中村　樹慧 山手学院高等学校（神奈川県）

入選 無死満塁ピンチを凌ぐ三重殺 酒井　健汰 愛知県立豊田工業高等学校

入選 アウェー戦苦手の敵地下剋上 ドヤ天さん 愛知県立新城高等学校

入選 男っぽい友が乙女になっていた りこ 岐阜県立大垣商業高等学校

入選 告白のチャンスボールがとんできた りこ 岐阜県立大垣商業高等学校

入選 尻尾にゃかなわん。 母親の機嫌の取り方犬が上 のずこうき 岐阜県立大垣商業高等学校

入選 かげろうに路上の花が匂い立つ いつき 愛知県立愛知工業高等学校

入選 友情と愛の強さは無限大 ミーマン 愛知県立愛知工業高等学校

入選 放物線期待を込めてスローイン とき 愛知県立愛知工業高等学校

入選 反抗期初めて親を思いやる 排気ガス 愛知県立愛知工業高等学校

入選 世界初の有人宇宙飛行。1943年。 ただ一人地球を見つめるガガーリン 長塚　寛喜 愛知県立愛知工業高等学校

入選 見つかった失くしたはずの恋心 やぶ 愛知県立新川高等学校

入選 はみだした絵の具のにじみ恋模様 やぎ 愛知県立新川高等学校

入選 グーグルに頼りまくった夏宿題 わくわくさん 愛知県立新川高等学校

入選 真っ白な服が無事だよカレーうどん 伊藤　亜美 愛知県立新川高等学校

入選 前髪が湿気に負けずワンカール 八木　しおり 愛知県立新川高等学校

入選 赤点の一点上を三個とる かよちん 愛知県立新川高等学校

入選 念願の赤点回避神降臨 永田　彩華 愛知県立杏和高等学校

入選 会えましたひいばあちゃんと夢の中 マイネームペン 神戸市立六甲アイランド高等学校（兵庫県）

入選 脱皮して白く輝くアブラゼミ ミルクもち 三重県立尾鷲高等学校

入選 病室でかすかに動いた母の指 竪道　莉子 藍野高等学校（大阪府）

入選 ウルトラマン3分たってもまだいるよ ウルトラソウル 愛知県立三好高等学校

入選 選挙するテレビを全部占拠する ダジャレ王 愛知県立三好高等学校

入選 被災後のがれきの下の生存者 太朗 岡山県立邑久高等学校

入選 ジャマイカの背中追いかけ銀メダル N 岡山県立邑久高等学校

入選 愛犬が僕の背中で肩たたき 丹羽　陸矢 岐阜県立長良特別支援学校

入選 缶ジュース揃う四桁もう一本 りの 愛知県立田口高等学校

入選 産声をあげて始まる君のみち ゆりな 岐阜県立瑞浪高等学校

入選 塁に出たコーチのサイン知らぬまま マイ 岐阜県立岐山高等学校

入選 一人で無理合奏になると「吹けるじゃん」 まゆっこ 岐阜県立岐山高等学校

入選 閃いて盤に置かれたこの棋石 烏 帝京大学可児高等学校（岐阜県）

入選 寝落ちしたラジオでハガキ読まれてる さやか 帝京大学可児高等学校（岐阜県）

入選 白亜紀に大隕石が落ちて来た 杉井亮介 早稲田大学高等学院（東京都）

入選 風穿つ一矢を放ち草揺れる 大上真毅 早稲田大学高等学院（東京都）

入選 ラスト床見事に決めて金メダル オルティーズ 早稲田大学高等学院（東京都）

入選 きれいな軌跡。 ロングパス風で流されゴールイン チリチリ 愛知県立天白高等学校



入選 芽が出たよ実らないはずの恋の種 天白の井上 愛知県立天白高等学校

入選 テスト中鉛筆コロコロ２に賭けた Ｈ．Ｓ． 愛知県立天白高等学校

入選 ステージの好きなアイドル目が合った しらすねこ 愛知県立常滑高等学校

入選 水ポチャで死んだと思ったウォークマン ＳＯＮＹ 名古屋市立桜台高等学校（愛知県）

入選 宿題がもう終わってるお盆前 阿閉有沙 富山県立富山いずみ高等学校

入選 嫌いな子一緒に虹見て好きになる 岡田向日葵 愛知県立安城南高等学校

入選 キャンバスに絵の具こぼして見えた色 ふぉれすと 名古屋市立菊里高等学校（愛知県）

入選 開かれる未来。 オーディション目を開け見えた一位の字 鈴木一未 女子学院高等学校（東京都）

入選 間違った解法だけど答え○
まる

もと 女子学院高等学校（東京都）

入選 さっきまで泡沫候補と思ってた 現代の紀貫之 立教池袋高等学校（東京都）

入選 飛べそうだ蝶も出て舞う深い夜 はるか 徳島文理高等学校（徳島県）

入選 空襲に残る影あり肥後の城 本田宏治 東京都立工芸高等学校

入選 ぼっちでもライン友達五百人 エグザイルは神 東京都立工芸高等学校

入選 弟が笑顔で見せた通信簿 θ 東京都立工芸高等学校

入選 「遅刻だ」と走る教師を後に見て ハチ公 東京都立工芸高等学校

入選 夏の夜ホタルが君の手の中に 池戸和輝 岐阜県立郡上北高等学校

入選 息そろえぴたりと重なるハーモニー 松本歩弓 愛知県立昭和高等学校

入選 一日に一度も寝ない授業中 長谷部航輝 愛知県立昭和高等学校

入選 三人で犬嫌いの父説きふせる 熊野百花 愛知県立昭和高等学校

入選 雨男必死に願って体育祭 ちょっき 愛知県立昭和高等学校

入選 海の中イワシ大群トルネード ぎょぎょ 愛知県立西尾高等学校

入選 さあ、大空へ！ 親を追いふっと巣を立つツバメの子 伴航輔 愛知県立西尾高等学校







　


