
千代田区立神田一橋中学校　　　一年　希沙さん

ジェットスキーしぶきに映える虹のはし

千代田区立神田一橋中学校　　　三年　花南さん

猛暑日の先のぼやける登下校

中央区立晴海中学校　　　三年　綾茄さん

君の声夏の向こうに消えていく

新宿区立西早稲田中学校　　　一年　漣さん

親友の雰囲気変わる更衣

新宿区立西早稲田中学校　　　三年　浩太郎さん

あくびしてペン置く僕を急かす蝉

文京区立本郷台中学校　　　一年　政仁さん

やきいもはみつのあふれるたからばこ

台東区立御徒町台東中学校　　　一年　蕗子さん

静かな夜鈍色やもり顔を出す

江東区立深川第六中学校　　　一年　恒輔さん

雪だるまわずかな雪をかきあつめ

江東区立深川第六中学校　　　二年　江梨花さん

うぐいすの声風にのる休日よ



江東区立東陽中学校　　　一年　健琉さん

夕立や友の笑顔は僕に向く

江東区立東陽中学校　　　一年　凛さん

散らかった勉強机に秋の風

江東区立東陽中学校　　　二年　理世さん

一人きり歩いた夜道夏の果

江東区立東陽中学校　　　三年　璃子さん

塾帰り浴衣の男女羨んで

江東区立東陽中学校　　　三年　莉玖さん

涼新た付箋でうまる参考書

江東区立辰巳中学校　　　三年　駿平さん

去年より目線の近い鯉のぼり

江東区立第三亀戸中学校　　　二年　荘翔さん

キャンプの夜ライト片手にトイレ行く

江東区立第三亀戸中学校　　　二年　チッロォーさん

提灯に照らされ光る金魚たち

江東区立第二砂町中学校　　　一年　駿太朗さん

如月や使い古した資料集



品川区立品川学園　　　一年　凛翔さん

百合の花まるで儚き恋心

東京都立桜修館中等教育学校　　　二年　結月乃さん

ふわふわと浮き輪と海月流れゆく

東京都立桜修館中等教育学校　　　二年　絢香さん

シュワシュワと夢とじこめたラムネかな

大田区立大森第六中学校　　　三年　柾太さん

育ちゆくにがうりを見てこそばゆい

大田区立石川台中学校　　　二年　祐哉さん

多摩川の夏草香る向かい風

世田谷区立北沢中学校　　　二年　竜也さん

夏の夜聖火点灯見たかった

世田谷区立梅丘中学校　　　三年　耀介さん

会いたくて入道雲に飛び込んだ

世田谷区立東深沢中学校　　　三年　智絵さん

夏の昼友と作ったブレスレット

東京都立久我山青光学園視覚障害教育部門中学部　　　二年　優貴奈さん

夏休み泣いて笑って映画館



明治大学付属中野中学校　　　一年　綾大さん

時虚ろこの風鈴も押し入れに

明治大学付属中野中学校　　　一年　皓貴さん

雲のすきま一つ二つと流れ星

明治大学付属中野中学校　　　一年　大晴さん

年越しや時刻のずれた掛け時計

杉並区立天沼中学校　　　一年　汰郎さん

帰り道かすかに香る桐の花

杉並区立天沼中学校　　　一年　美咲さん

絶対になにかがおこる夏合宿

杉並区立天沼中学校　　　一年　百百香さん

思い出す君の横顔桜桃忌

杉並区立天沼中学校　　　二年　豪太さん

将来の僕の職業茄子農家

杉並区立天沼中学校　　　二年　茉奈さん

でこぼこと君の感情レモンだな

豊島区立駒込中学校　　　二年　亮太郎さん

夕涼み出かけの支度ゆったりと



豊島区立巣鴨北中学校　　　一年　樹さん

夕立や修正テープびろんびろ

豊島区立巣鴨北中学校　　　一年　花さん

菜の花や私の誕生祝ってね

立教池袋中学校　　　一年　奏磨さん

風鈴やガラスに揺れる風の色

立教池袋中学校　　　一年　壮輔さん

夕焼けが僕の町から消えていく

立教池袋中学校　　　二年　壮太郎さん

冷麦をかきこむ喉は滝の壺

立教池袋中学校　　　三年　一樹さん

イヤホンを落として気づく蟻の列

立教池袋中学校　　　三年　雅さん

夏の川ぼくを見上げる月がいる

北区立稲付中学校　　　三年　律希さん

手をつなぐ弟の顔にマスクやけ

北区立稲付中学校　　　三年　夏希さん

虫の音が響く清夜に読書灯



荒川区立諏訪台中学校　　　三年　実さん

蟻の道神の裏手で黒光り

荒川区立諏訪台中学校　　　三年　秀好さん

汗が出て人と握手が恥ずかしい

練馬区立豊玉中学校　　　一年　菜々さん

さるすべりあの夜の花火思い出す

練馬区立豊玉中学校　　　二年　葵さん

換気する窓のすき間へせみしぐれ

練馬区立開進第三中学校　　　二年　佑奈さん

小説の世界に浸る梅雨の午後

練馬区立開進第三中学校　　　三年　玲美さん

夏草の匂いにのまれ都会っ子

練馬区立田柄中学校　　　三年　詩歩さん

朝八時梅雨の足音たたみの匂い

練馬区立三原台中学校　　　　想頼さん

汗拭い机に向かう夏の夜

練馬区立南が丘中学校　　　一年　恵海さん

新鮮なとうきび生でかぶりつく



練馬区立南が丘中学校　　　二年　葉南さん

押し入れに眠る浴衣の出番なし

葛飾区立双葉中学校　　　二年　妃夏さん

哀愁が南の海へ帰燕かな

葛飾区立小松中学校　　　二年　日菜さん

夏の雲洗濯物と同じ色

葛飾区立小松中学校　　　三年　萌依さん

雨上がり水の鏡に夕月夜

葛飾区立亀有中学校　　　三年　采音さん

木枯らしだこの帰り道あとわずか

葛飾区立亀有中学校　　　三年　健太さん

街中のほおずき染まる夕暮れか

修徳中学校　　　三年　聡亮さん

空なぞりつないでつくるオリオン座

葛飾区立新宿中学校　　　二年　玄起さん

面打ちは暑さのいらだち込めて振る

葛飾区立新宿中学校　　　二年　吉樹さん

コロナ禍の風鈴に癒される日々



葛飾区立新宿中学校　　　二年　菜々子さん

真夏日のマスクに負けずボール追う

葛飾区立新宿中学校　　　三年　大智さん

真っ暗な山響かせし熊の声

葛飾区立新宿中学校　　　三年　歩未さん

大雪の白き世界で鶴が飛ぶ

葛飾区立金町中学校　　　一年　茉優さん

読書中体温上がる蝉時雨

葛飾区立金町中学校　　　一年　縁さん

夏色の思い出秘めたとんぼ玉

葛飾区立金町中学校　　　三年　佳奈さん

最高だサイダー飲みほす風呂上がり

東京都立葛飾盲学校中学部　　　二年　蒼空さん

近くにね風鈴の音海の家

江戸川区立小松川第二中学校　　　三年　むすびさん

明日飛ぶつもりのキャベツの上のあおむし

江戸川区立小松川第二中学校　　　三年　祐希さん

さつま芋ほほをよごしてほりおこす



江戸川区立瑞江第二中学校　　　三年　尚弘さん

蜂が飛ぶ春だと感じ目をこする

江戸川区立小岩第二中学校　　　二年　武琉さん

山の中川のほとりでスイカ割り

江戸川区立小岩第二中学校　　　二年　杏奈さん

人々がイヤフォンで塞ぐ蟬の声

江戸川区立篠崎中学校　　　一年　夏己さん

虹を背に行かなきゃならん部活動

江戸川区立篠崎中学校　　　一年　彩葉さん

朝の海夏の匂いが打ち寄せる

江戸川区立篠崎中学校　　　三年　杜さん

動かない戦艦の上日傘さす

江戸川区立篠崎中学校　　　三年　千陽さん

父の日に後ろ手に持つプレゼント

八王子市立由井中学校　　　三年　みやびさん

将来を英語で発表終戦日

八王子市立由井中学校　　　三年　陸人さん

花火するろうそく守る祖父のしわ



八王子市立別所中学校　　　一年　柚香里さん

空白の投句用紙と残暑かな

三鷹市立第五中学校　　　　萌唯さん

窓見つめ虚しさ胸に蝉時雨

府中市立府中第一中学校　　　二年　和奏さん

デザートはメロン残った皮三ミリ

府中市立府中第一中学校　　　三年　ひよりさん

風鈴の短冊楽し猫一匹

府中市立府中第一中学校　　　三年　楓さん

学校終わりたたみの上の風涼し

府中市立府中第三中学校　　　三年　真紘さん

城の跡ひっそり咲くやえどひがん

府中市立府中第三中学校　　　三年　優太さん

素早い蚊お前と戦う暇はない

府中市立府中第十中学校　　　一年　美奈さん

雲の峰悩み吹き飛ぶ相談所

町田市立町田第二中学校　　　二年　優作さん

雷の鳴り響く日の朝読書



玉川学園中学部　　　一年　博之助さん

泳ぐ子を追いぬかし飛ぶオニヤンマ

玉川学園中学部　　　二年　義大さん

反射炉に虹の輪かかり猫走る

東村山市立東村山第三中学校萩山分校　　　三年　百生さん

空蝉や飛び立つ羽はまだ白く

福生市立福生第二中学校　　　一年　バト太一さん

ばちの音「ドン」から始まる夏祭り

狛江市立狛江第二中学校　　　二年　明衣さん

炎天下自分の陰で涼みたい

東久留米市立東中学校　　　三年　柚風さん

窓辺にてページめくれば汗落ちる

東久留米市立東中学校　　　三年　真翔さん

寺の松一糸乱れぬせみの唄

武蔵村山市立小中一貫校大南学園第四中学校　　　二年　陽乃さん

あの人と見上げた空はラムネ色

多摩市立落合中学校　　　一年　花奏さん

夏の空葉からもれてる日の光



稲城市立稲城第三中学校　　　二年　梨央さん

駆け上がる待つのは母のレモン水

西東京市立青嵐中学校　　　三年　隆輝さん

夏草の涼しき影に青大将

西東京市立青嵐中学校　　　三年　詩子さん

暗闇を忘れてしまう星月夜

八丈町立富士中学校　　　三年　風歌さん

祖母の家畳の香りと赤い夕焼け

小笠原村立小笠原中学校　　　二年　海美さん

夏の海キラキラすけるサンゴ礁

足立区立第四中学校夜間学級　　　二年　凜さん

煮崩れた昨日のおでん夜中喰う

足立区立第五中学校　　　三年　凌生さん

人混みに揺られ彷徨う夏祭り

足立区立第五中学校　　　三年　七和さん

流行り病プールも花火も奪ってく

足立区立第六中学校　　　二年　まどかさん

手袋で入れ間違える人指し指



足立区立第七中学校　　　二年　虎太朗さん

夏の空新横綱の土俵入り

足立区立第七中学校　　　三年　こと美さん

ひまわりやもうすぐ私の誕生日

足立区立第九中学校　　　三年　裕珍さん

朝曇ひび割れているその心

足立区立第九中学校　　　三年　凪紗さん

夏初め尖る部長の口調かな

足立区立第九中学校　　　三年　結さん

あの人を思ってばっか初夏の夜

足立区立第十中学校　　　二年　美音さん

ひだまりでねころぶ子猫大あくび

足立区立第十二中学校　　　二年　実生さん

浴衣着て歩幅ちいさく急ぎ足

足立区立第十二中学校　　　二年　莉緒奈さん

子がはしゃぐしゃぼん玉から見える町

足立区立第十二中学校　　　三年　倖美さん

弟の輝く瞳クリスマス



足立区立第十二中学校　　　三年　ひめかさん

夕虹を一人見ている部屋の中

足立区立第十三中学校　　　一年　空純さん

遅れても日かげを探して遠回り

足立区立第十三中学校　　　一年　統也さん

カレンダープールの絵になり夏来たる

足立区立第十三中学校　　　一年　幹さん

迷い猫家族にむかえた夏の朝

足立区立第十四中学校　　　一年　栞菜子さん

涼風にクラリネットの音乗せて

足立区立第十四中学校　　　二年　琴さん

キャンプ場私の星座見つけ出す

足立区立第十四中学校　　　三年　真衣さん

幾度目の祖父母を思う盆の月

足立区立栗島中学校　　　一年　空さん

なつやすみ家族みんなでハゼ釣りだ

足立区立栗島中学校　　　三年　凛子さん

そうめんを今か今かと泳ぐ箸



足立区立六月中学校　　　一年　柚希さん

サイダーのむこうにうつるじぶんの手

足立区立六月中学校　　　二年　朱里さん

体育館シャトルの音と蟬時雨

足立区立六月中学校　　　三年　珠莉奈さん

湘南の風に吹かれて進む夏

足立区立竹の塚中学校　　　三年　紗菜さん

兄のためスイカの種をとる私

足立区立竹の塚中学校　　　三年　篤希さん

共生する自由なセミと逃げる僕

足立区立江北桜中学校　　　二年　瑠音さん

あの子にも会うはずだった夏休み

足立区立江北桜中学校　　　二年　彩乃さん

きのこ雲忘れるものか蝉時雨

足立区立西新井中学校　　　三年　瑠奈さん

風吹いてぼとりと柘榴が落ち果てた

足立区立西新井中学校　　　三年　涼花さん

稲刈りの季節とんぼも低く飛ぶ



足立区立谷中中学校　　　一年　怜郎さん

キャンプ場炊きたて香る土鍋飯

足立区立谷中中学校　　　一年　真穂さん

一瞬の夕立の匂い窓を見る

足立区立谷中中学校　　　一年　茉優さん

願い事百合の咲く日を夢に見て

足立区立谷中中学校　　　三年　俊皓さん

夕霧や薄闇滲む水平線

興本扇学園足立区立扇中学校　　　二年　里桜さん

負けないぞ目指せたんぽぽ踏まれても

興本扇学園足立区立扇中学校　　　二年　正美さん

妹に内緒で食べる氷菓子

足立区立加賀中学校　　　三年　優希さん

夏休み走っていたのはシャープペン

足立区立花畑中学校　　　一年　大我さん

送り火のちょうちん揺れる雨あがり

足立区立渕江中学校　　　一年　花音さん

ほろ苦いゴーヤの味がしみわたる



足立区立花保中学校　　　二年　琉果さん

添い寝して妹扇ぐ夏の午後

足立区立花保中学校　　　三年　希海さん

夏風や楽譜見ながら木々の音

足立区立入谷中学校　　　一年　美羽さん

かみ揺らす廊下のきしみ涼風と

足立区立伊興中学校　　　一年　葵さん

さざ波がみんなを夏に連れていく

足立区立伊興中学校　　　三年　絢多さん

夏休みコロナワクチンうちました

足立区立入谷南中学校　　　三年　海翔さん

セミたちが鳴きだす前にティーショット


