
▼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 舘澤　智子 たてさわ・さとこ 盛岡三 3

2 日報大賞 志田　麗 しだ・うらら 盛岡北 2

3 日報大賞 三嶋　凪 みしま・なぎ 高田 3

4 優秀賞 田頭　真愛 でんどう・まい 盛岡三 3

5 優秀賞 新田　桜子 にった・さくらこ 盛岡三 3

6 優秀賞 村上　愛華 むらかみ・まなか 盛岡北 3

7 優秀賞 岩上　鈴佳 いわかみ・りんか 盛岡北 3

8 優秀賞 新里　明莉 にいさと・あかり 盛岡三 3

9 優秀賞 今野　日向子 こんの・ひなこ 黒沢尻北 3

10 優秀賞 佐藤　龍晟 さとう・りゅうせい 盛岡一 3

11 秀逸賞 中森　理子 なかもり・りこ 盛岡三 3

12 秀逸賞 徳田　ななみ とくた・ななみ 宮古 3

13 秀逸賞 小田　聖良 おだ・せいら 盛岡北 2

14 秀逸賞 及川　奈美 おいかわ・なみ 黒沢尻北 3

15 秀逸賞 吉田　珠樹 よしだ・たまき 大船渡 2

16 秀逸賞 稲垣　花音 いながき・かのん 盛岡一 3

17 秀逸賞 鈴木　美紅 すずき・みく 北上翔南 2

18 秀逸賞 姉帯　美空 あねたい・みく 一戸 3

19 秀逸賞 宮川　侍門 みやかわ・しもん 北上翔南 3

20 秀逸賞 大森　凪紗 おおもり・なぎさ 盛岡北 3

21 秀逸賞 扇柳　海来 おうぎやなぎ・みく 黒沢尻北 3

22 秀逸賞 久保田　優花 くぼた・ゆうか 一戸 1

23 秀逸賞 北方　美緒 きたかた・みお 盛岡三 3

24 秀逸賞 浪岡　なつの なみおか・なつの 盛岡ニ 3

25 入選 三浦　莉紗子 みうら・りさこ 盛岡三 3

26 入選 竹谷　みどり たけや・みどり 宮古 3

27 入選 田鎖　愛菜 たくさり・まな 北上翔南 1

28 入選 齊藤　愛理 さいとう・あいり 盛岡白百合学園 3

29 入選 伊藤　夢衣 いとう・ゆい 盛岡二 2

30 入選 大宮　青空 おおみや・そら 盛岡二 3

31 入選 袰岩　玲奈 ほろいわ・れいな 北上翔南 3

32 入選 藤平　知歩 ふじひら・ちほ 盛岡二 3

33 入選 菅原　麻由子 すがわら・まゆこ 千厩 3

34 入選 三島　奈緒 みしま・なお 盛岡三 3

35 入選 田村　美桜 たむら・みお 宮古 3

36 入選 臼井　笑那 うすい・えな 高田 1

37 入選 千葉　歩 ちば・あゆむ 一関一 2
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38 入選 甲斐谷　彩夏 かいたに・あやか 盛岡二 3

39 入選 村舘　七海 むらだて・ななみ 北上翔南 3

40 入選 米澤　遥香 よねざわ・はるか 盛岡三 2

41 入選 高橋　真子 たかはし・まこ 盛岡三 3

42 入選 伊藤　もね いとう・もね 盛岡二 2

43 入選 中村　文香 なかむら・ふみか 盛岡四 2

44 入選 佐藤　有寧子 さとう・ゆなこ 不来方 3

45 入選 藤田　麻央 ふじた・まお 盛岡北 3

46 入選 久保田　真緒 くぼた・まお 黒沢尻北 3

47 入選 藤村　歩生 ふじむら・あい 一戸 3

48 入選 内藤　夢 ないとう・ゆめ 盛岡三 3

49 入選 川上　茅帆 かわかみ・ちは 盛岡二 2

50 入選 佐々木　有加 ささき・ゆうか 宮古 3

51 入選 中島　颯花 なかじま・ふうか 盛岡三 2

52 入選 菅原　万奈 すがわら・まな 千厩 2

53 入選 千葉　宏矛 ちば・ひろむ　 千厩 3

54 入選 菊池　律咲 きくち・りさ 盛岡白百合学園 2

55 入選 長瀬　あかり ながせ・あかり 盛岡三 2

56 入選 工藤　才佳 くどう・さいか 盛岡三 2

57 入選 鈴木　温子 すずき・あつこ 盛岡三 2

58 入選 菊池　真由 きくち・まゆ 盛岡一 3

59 入選 北舘　雪音 きただて・ゆきね 不来方 3

60 入選 高橋　沙季 たかはし・さき 不来方 2

61 入選 千葉　ふわり ちば・ふわり 盛岡白百合学園 3

62 入選 渡邊　姫乃 わたなべ・ひめの 盛岡二 2

63 入選 播摩　ゆい はりま・ゆい 宮古 3

64 入選 多田　福望 ただ・ふくみ 盛岡一 3

65 入選 日山　翔太 ひやま・しょうた 北上翔南 3

66 入選 高橋　志織 たかはし・しおり 不来方 2

67 入選 小野寺　優唯 おのでら・ゆい 千厩 2

68 入選 山口　夢香 やまぐち・ゆか 不来方 3

69 入選 馬場　桃香 ばば・ももか 盛岡一 2

70 入選 村木　明日香 むらき・あすか 盛岡北 2

71 入選 森　香春 もり・こはる 盛岡白百合学園 2

72 入選 欠端　友唯 かけはた・ゆい 盛岡三 3

73 入選 佐藤　楓音 さとう・かのん 不来方 2

74 入選 山本　紫乃 やまもと・しの 盛岡三 3

75 入選 北村　菜々子 きたむら・ななこ 宮古 2

76 入選 髙橋　みゆ たかはし・みゆ 黒沢尻北 2
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