
▼氏名、よみがな、学校名、学年は出品者の申し出によります。

№ 賞 氏名 氏名よみがな 学校名 学年

1 日報大賞 坂原　奏音 さかはら・かのん 岩手・沼宮内 1

2 日報大賞 平塚　雅子 ひらつか・まさこ 盛岡・城西 2

3 日報大賞 橋本　星那 はしもと・せな 滝沢 3

4 優秀賞 杉本　綺良 すぎもと・きら 滝沢 1

5 優秀賞 大津　里佳子 おおつ・りかこ 盛岡・下小路 1

6 優秀賞 佐々木　ひまわり ささき・ひまわり 盛岡・北陵 2

7 優秀賞 志田　菜々美 しだ・ななみ 二戸・福岡 2

8 優秀賞 石崎　佳菜 いしざき・かな 久慈・長内 3

9 優秀賞 中野　碧衣 なかの・あおい 盛岡・北松園 3

10 秀逸賞 杉本　結良 すぎもと・ゆら 滝沢 1

11 秀逸賞 越前　はな乃 えちぜん・はなの 岩大付属 1

12 秀逸賞 大欠　杏風 おおがけ・あすか 岩手・沼宮内 1

13 秀逸賞 馬場　悠歌 ばば・はるか 岩大付属 1

14 秀逸賞 笹原　小波 ささはら・こなみ 久慈 1

15 秀逸賞 二本松　春奈 にほんまつ・はるな 釜石東 1

16 秀逸賞 小林　優香 こばやし・ゆうか 盛岡・厨川 2

17 秀逸賞 中嶋　美悠 なかしま・みゆう 宮古・津軽石 2

18 秀逸賞 小原　結菜 おばら・ゆいな 滝沢 2

19 秀逸賞 佐々木　理彩子 ささき・りさこ 矢巾北 2

20 秀逸賞 玉井　しの たまい・しの 滝沢二 2

21 秀逸賞 大津　枝里子 おおつ・えりこ 盛岡・下小路 3

22 秀逸賞 渡部　まなか わたべ・まなか 盛岡・厨川 3

23 入選 大平　琳 おおだいら・りん 滝沢 1

24 入選 高村　汐 たかむら・しお 盛岡白百合学園 1

25 入選 工藤　蒼依 くどう・あおい 滝沢 1

26 入選 髙橋　雅子 たかはし・まさこ 岩手・沼宮内 1

27 入選 佐々木　梨乃 ささき・りの 盛岡・下小路 1

28 入選 福士　真菜 ふくし・まな 岩手・沼宮内 1

29 入選 臼沢　真紀 うすざわ・まき 遠野 1

30 入選 横山　和沙 よこやま・かずさ 二戸・金田一 1

31 入選 山生　菜月芽 やまおい・なつめ 滝沢 1

32 入選 三浦　結衣 みうら・ゆい 岩手・沼宮内 1

33 入選 鈴木　暖人 すずき・はると 盛岡・大宮 1

34 入選 小原　日菜 おばら・ひな 岩大付属 1

35 入選 藤原　蘭 ふじわら・らん 盛岡・乙部 1

36 入選 實森　未來 じつもり・みく 盛岡・大宮 1

37 入選 菅原　佑月 すがわら・ゆづき 陸前高田・高田東 1

38 入選 川村　康介 かわむら・こうすけ 盛岡・大宮 1

39 入選 四戸　真生 しのへ・まさお 盛岡・北陵 1

40 入選 大杉　智穂佳 おおすぎ・ちほか 大槌学園 1

41 入選 川畑　美央 かわはた・みお 岩手・沼宮内 1

42 入選 千葉　陽世 ちば・はるせ 陸前高田・高田東 1
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43 入選 若狹　昊明 わかさ・こうめい 盛岡・城西 1

44 入選 大久保　玲音 おおくぼ・りお 洋野・種市 1

45 入選 横澤　陽菜 よこさわ・ひな 盛岡・見前 1

46 入選 山本　未侑 やまもと・みゆ 岩手・沼宮内 1

47 入選 金﨑　栞璃 かねざき・まつり 大槌学園 1

48 入選 吉田　彩乃 よしだ・あやの 盛岡・見前 1

49 入選 竹根　琉珠奈 たけね・るみな 洋野・宿戸 1

50 入選 佐藤　愛莉 さとう・えり 矢巾北 2

51 入選 坂下　啓斗 さかした・けいと 洋野・種市 2

52 入選 小倉　侑奈 こくら・ゆな 滝沢 2

53 入選 信田　友 のぶた・とも 洋野・種市 2

54 入選 鳥屋部　優美 とりやべ・ゆみ 盛岡・北松園 2

55 入選 樋口　弦 ひぐち・げん 盛岡・厨川 2

56 入選 上総　桃佳 かずさ・ももか 盛岡・北陵 2

57 入選 大畑　花南 おおはた・はな 盛岡・北陵 2

58 入選 前川　未来 まえかわ・みく 盛岡・北松園 2

59 入選 加藤　彩稔 かとう・あやね 遠野東 2

60 入選 菊池　凜花 きくち・りんか 遠野 2

61 入選 大間　あかり おおま・あかり 盛岡・厨川 2

62 入選 菊池　咲帆 きくち・さほ 遠野 2

63 入選 大澤　夢乃 おおさわ・ゆの 久慈 2

64 入選 佐藤　未悠 さとう・みゆ 洋野・種市 2

65 入選 堀米　有希 ほりまい・ゆき 洋野・種市 2

66 入選 舘下　愛美 たてした・まなみ 宮古・津軽石 2

67 入選 多田　春菜 ただ・はるな 盛岡・仙北 2

68 入選 城内　娃珈 じょうない・あいか 盛岡・北松園 2

69 入選 村上　結音 むらかみ・ゆい 盛岡・大宮 2

70 入選 江苅　優花 えかり・ゆうか 滝沢 2

71 入選 亀井　あかり かめい・あかり 陸前高田・高田一 2

72 入選 三浦　真歩 みうら・まほ 岩大付属 2

73 入選 大石　彩樺 おおいし・さやか 盛岡・北松園 3

74 入選 古舘　美聖 ふるだて・みさと 盛岡・北陵 3

75 入選 佐々　凜花 ささ・りんか 釜石 3

76 入選 若狹　芽桃 わかさ・めいと 宮古・津軽石 3

77 入選 奥　結子 おく・ゆいこ 二戸・金田一 3

78 入選 大矢　胡晴 おおや・こはる 盛岡・北陵 3

79 入選 宮城　彩月 みやぎ・さつき 陸前高田・高田一 3

80 入選 觸澤　奈々 ふれさわ・なな 盛岡・北松園 3

81 入選 谷崎　彩海 たにざき・あみ 久慈 3

82 入選 西堀　暁子 にしぼり・あかね 盛岡・下小路 3

83 入選 高木　凜桜 たかぎ・りお 遠野 3

84 入選 日当　瞳美 ひなた・ひとみ 久慈 3

85 入選 吉田　佑莉亜 よしだ・ゆりあ 盛岡白百合学園 3

86 入選 鈴木　万絢 すずき・まあや 盛岡・大宮 3

87 入選 末崎　朱莉 まっさき・あかり 遠野 3


	結果発表

