
▼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 髙屋敷　玲奈 たかやしき・れな 黒沢尻北 3

2 日報大賞 山崎　都 やまざき・みや 宮古 3

3 日報大賞 舘澤　智子 たてさわ・さとこ 盛岡三 2

4 優秀賞 三嶋　花 みしま・はな 高田 3

5 優秀賞 佐々木　鞠奈 ささき・まりな 盛岡二 3

6 優秀賞 山下　凜 やました・りん　 一戸 3

7 優秀賞 千葉　美月 ちば・みつき 盛岡一 3

8 優秀賞 阿部　ゆう あべ・ゆう 盛岡四 3

9 優秀賞 岩上　鈴佳 いわかみ・りんか 盛岡北 2

10 優秀賞 三嶋　凪 みしま・なぎ 高田 2

11 優秀賞 村上　晴香 むらかみ・はるか 千厩 3

12 秀逸賞 佐々木　真菜 ささき・まな 盛岡北 3

13 秀逸賞 稲垣　花音 いながき・かのん 盛岡一 2

14 秀逸賞 髙橋　夏未 たかはし・なつみ 盛岡四 3

15 秀逸賞 山中　花菜 やまなか・はな 盛岡三 3

16 秀逸賞 竹澤　美紗 たけさわ・みさ 盛岡北 3

17 秀逸賞 佐藤　侑未　 さとう・ゆうみ 盛岡四 3

18 秀逸賞 芳野　沙妃 よしの・さき 盛岡四 3

19 秀逸賞 外山　瑠璃子 そとやま・るりこ 盛岡一 3

20 秀逸賞 八重樫　悠紀 やえがし・ゆうき 盛岡一 3

21 秀逸賞 澤内　美穂 さわうち・みほ　 一戸 3

22 秀逸賞 北方　美緒 きたかた・みお 盛岡三 2

23 秀逸賞 佐々木　愛梨 ささき・えり 宮古 3

24 秀逸賞 菊池　真琴 きくち・まこと 盛岡二 3

25 秀逸賞 髙橋　伶実 たかはし・れみ 北上翔南 3

26 秀逸賞 坂下　莉音 さかした・りおん 宮古 3

27 入選 中村　文香 なかむら・ふみか 盛岡四 1

28 入選 伊藤　理莉 いとう・りり 黒沢尻北 3

29 入選 村上　愛華 むらかみ・まなか 盛岡北 2

30 入選 中村　百合子 なかむら・ゆりこ 一戸 3

31 入選 白崎　奈緒　 しらさき・なお 盛岡四 3

32 入選 肥田　楓香 こえだ・ふうか 盛岡四 3

33 入選 中館　真萌 なかだて・まほ 盛岡三 3

34 入選 藤井　智花早 ふじい・ちかさ 不来方 3

35 入選 及川　奈美 おいかわ・なみ 黒沢尻北 2

36 入選 佐々木　彩乃 ささき・あやの 宮古水産 2

37 入選 藤村　光那 ふじむら・ひな 一戸 3

38 入選 高橋　真子 たかはし・まこ 盛岡三 2

39 入選 小原　瑞貴 おばら・みずき 黒沢尻北 3

40 入選 千田　奈々 ちだ・なな 黒沢尻北 3

41 入選 久保田　真緒 くぼた・まお 黒沢尻北 2

夏009-0015-5

第14回岩手日報高校書展　審査結果（平成30年）



42 入選 村上　緑 むらかみ・みどり 高田 2

43 入選 藤村　歩生 ふじむら・あい 一戸 2

44 入選 田村　朱梨沙 たむら・ありさ 北上翔南 3

45 入選 袰岩　玲奈 ほろいわ・れいな 北上翔南 2

46 入選 菅野　由莉 かんの・ゆり 高田 2

47 入選 千葉　ふわり ちば・ふわり 盛岡白百合学園 2

48 入選 泉久保　星 いずみくぼ・ひかり 一戸 3

49 入選 千葉　茜 ちば・あかね 千厩 3

50 入選 渡辺　紗矢佳 わたなべ・さやか 盛岡三 3

51 入選 高橋　授晃 たかはし・じゅこう 盛岡北 3

52 入選 菊池　みさと きくち・みさと 盛岡白百合学園 2

53 入選 千葉　宏矛 ちば・ひろむ　 千厩 2

54 入選 熊谷　希 くまがい・のぞみ 盛岡四 3

55 入選 中村　優子 なかむら・ゆうこ 盛岡四 3

56 入選 北條　菜美 ほうじょう・なみ 盛岡三 3

57 入選 大坪　小百合 おおつぼ・さゆり 不来方 3

58 入選 桃李　真由美 とうり・まゆみ 盛岡三 3

59 入選 村上　幸后 むらかみ･こうこ 千厩 3

60 入選 伊藤　楓　 いとう・かえで 千厩 3

61 入選 石川　綾花 いしかわ・あやか 盛岡三 3

62 入選 佐藤　龍晟 さとう・りゅうせい 盛岡一 2

63 入選 藤村　快 ふじむら・かい 盛岡一 3

64 入選 齊藤　愛理 さいとう・あいり 盛岡白百合学園 2

65 入選 菅原　麻由子 すがわら・まゆこ 千厩 2

66 入選 小笠原　彩賀 おがさわら・あやか 盛岡一 3

67 入選 藤原　菜名 ふじわら・なな 紫波総合 3

68 入選 中森　理子 なかもり・りこ 盛岡三 2

69 入選 大森　凪紗 おおもり・なぎさ 盛岡北 2

70 入選 横山　菜花 よこやま・なのか 盛岡白百合学園 3

71 入選 新里　明莉 にいさと・あかり 盛岡三 2

72 入選 佐藤　美雲 さとう・みくも 宮古 3

73 入選 村上　巴美 むらかみ・ともみ 一関一 2

74 入選 佐々木　麻椰 ささき・まや 盛岡四 3

75 入選 三島　奈緒 みしま・なお 盛岡三 2

76 入選 欠端　友唯 かけはた・ゆい 盛岡三 2

77 入選 舟越　麻衣 ふなこし・まい 盛岡三 3

78 入選 新里　凜音 にいさと・りお 不来方 3
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