
▼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 柳谷　咲希 やなぎや・さき 滝沢南 1

2 日報大賞 横澤　希和 よこさわ・のあ 盛岡・見前 2

3 日報大賞 川村　野葡 かわむら・とおぶ 花巻・石鳥谷 3

4 優秀賞 玉井　瞭平 たまい・りょうへい 滝沢二 1

5 優秀賞 堀越　ももか ほりこし・ももか 盛岡・下小路 1

6 優秀賞 渡辺　果歩 わたなべ・かほ 盛岡・岩手大付 2

7 優秀賞 柴垣　琴乃 しばがき・ことの 盛岡・仙北 2

8 優秀賞 北山　結衣 きたやま・ゆい 洋野・種市 2

9 優秀賞 柿﨑　千歳 かきざき・ちとせ 滝沢南 3

10 優秀賞 若松　美姫 わかまつ・みづき 盛岡・上田 3

11 優秀賞 熊谷　寧音 くまがい・ねね 滝沢 3

12 秀逸賞 松村　澪 まつむら・れい 盛岡・松園 1

13 秀逸賞 畑山　拓斗 はたやま・たくと 盛岡・乙部 1

14 秀逸賞 佐藤　緒美 さとう・つぐみ 二戸・福岡 1

15 秀逸賞 松坂　麗 まつざか・うらら 陸前高田・高田一 1

16 秀逸賞 上田　涼華 うえだ・すずか 二戸・金田一 1

17 秀逸賞 田中　姫菜 たなか・ひな 岩手・一方井 2

18 秀逸賞 岡田　夢羽　 おかだ・ゆう 宮古・津軽石 2

19 秀逸賞 宮地　美羽 みやち・みう 北上北 2

20 秀逸賞 阿部　ゆうり あべ・ゆうり 一関一高付 2

21 秀逸賞 葛巻　綾 くずまき・りょう 盛岡・下小路 2

22 秀逸賞 橋本 魅琉 はしもと・みる 岩手・沼宮内 3

23 秀逸賞 吉田　みずき よしだ・みずき 盛岡・大宮 3

24 秀逸賞 田村　愛実 たむら・あみ 岩手・沼宮内 3

25 秀逸賞 橋本　侑羽 はしもと・ゆう 滝沢 3

26 入選 舘野　陽　　 たての・はる 二戸・金田一 1

27 入選 近藤　優花 こんどう・ゆりか 盛岡中央高付 1

28 入選 吉原　楓夏 よしはら・ふうか 盛岡・松園 1

29 入選 伊山　愛華 いやま・あいか 盛岡・仙北 1

30 入選 小野　みらい おの・みらい 岩手・沼宮内 1

31 入選 野﨑　莉奈 のざき・りな 二戸・金田一 1

32 入選 中山　愛結斗 なかやま・あゆと 滝沢二 1

33 入選 菊池　遥乃 きくち・はるの 遠野 1

34 入選 類瀬　莉子 るいせ・りこ 盛岡・城東 1

35 入選 熊谷　琉花 くまがい・るか 陸前高田・高田一 1

36 入選 北田　梨絢 きただ・りあん 盛岡・河南 1

37 入選 岩清水　舞衣 いわしみず・まい 盛岡・北陵 1

38 入選 吉田　光 よしだ・ひかる 盛岡・見前 1

39 入選 伊藤　このは いとう・このは 紫波二 1

40 入選 蛇口　百花 へびぐち・ももか 盛岡・見前 1

41 入選 菊池　楓花 きくち・ふうか 遠野 1

42 入選 浅沼　莉愛 あさぬま・りるな 盛岡・大宮 1
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43 入選 三浦　愛叶 みうら・あいり 岩手・一方井 1

44 入選 宮城　優月 みやぎ・ゆづき 陸前高田・高田一 1

45 入選 瀬川　ちひろ せがわ・ちひろ 盛岡・北陵 1

46 入選 中嶋　静菜 なかしま・しずな 宮古・津軽石 1

47 入選 田端　日陽 たばた・ひなた 盛岡・河南 1

48 入選 佐藤　一希 さとう・かずき 大船渡一 1

49 入選 岩清水　琢人 いわしみず・たくと 盛岡・北陵 1

50 入選 菅生　咲桜 すごう・さくら 花巻北 1

51 入選 瀬川　叶磨　 せがわ　とうま 盛岡・北陵 1

52 入選 臼沢　悠 うすざわ・ゆう 遠野 1

53 入選 田中　桃衣　 たなか・ももえ 盛岡・大宮 1

54 入選 浅水　穂乃香 あさみず・ほのか 北上・和賀東 1

55 入選 菊池　幸來 きくち・しえら 北上・和賀東 1

56 入選 船越　牧穂 ふなこし・まきほ 遠野 1

57 入選 荒内　璃央 あらない・りお 滝沢二 2

58 入選 竹花　咲希 たけはな・さき 盛岡・北陵 2

59 入選 伊藤　一希 いとう・かずき 花巻 2

60 入選 房崎　かほ ふさざき・かほ 盛岡・岩手大付 2

61 入選 菊池　理央 きくち・りお 遠野 2

62 入選 角掛　那緒 つのかけ・なお 滝沢・一本木 2

63 入選 髙橋　正之祏 たかはし・まさのすけ 岩手・沼宮内 2

64 入選 細野　ひなの ほその・ひなの 盛岡・河南 2

65 入選 房崎　しほ ふさざき・しほ 盛岡・岩手大付 2

66 入選 菊池　真由 きくち・まゆ 遠野 2

67 入選 神山　ひなた かみやま・ひなた 盛岡中央高付 2

68 入選 奥地　美羽 おくち・みう 盛岡・北陵 2

69 入選 田畑　舞桜 たばた・まお 盛岡・松園 2

70 入選 小原　悠理乃 おばら・ゆりの 北上北 2

71 入選 髙橋　れい たかはし・れい 二戸・金田一 2

72 入選 秋篠　幸来 あきしの・さら 北上北 2

73 入選 松田　純弥　 まつだ・じゅんや 盛岡・城東 2

74 入選 平松　莉歩 ひらまつ・りほ 盛岡・北陵 2

75 入選 大坪　樹理亜 おおつぼ・じゅりあ 滝沢南 2

76 入選 橋本　妃奈希 はしもと・ひなの 遠野 2

77 入選 松原　理桜 まつばら・りお 盛岡・岩手大付 2

78 入選 安達　愛乃 あだち・あんの 花巻 2

79 入選 大坪　琉那 おおつぼ・るうな 洋野・種市 2

80 入選 佐々木　麻州 ささき・ましゅう 岩手・沼宮内 2

81 入選 雨森　華倫 あめもり・かりん 盛岡・北松園 2

82 入選 毛糠　妃菜乃 けぬか・ひなの 洋野・種市 2

83 入選 小島　好葉 こじま・このは 盛岡・渋民 2

84 入選 松田　心優 まつだ・みゆ 二戸・金田一 2

85 入選 岩渕　眞歩 いわぶち・まほ 大船渡・東朋 2

86 入選 千葉　美結 ちば・みゆう 盛岡・岩手大付 2

87 入選 古舘　歩奈 ふるだて・あゆな 盛岡・岩手大付 2

88 入選 山井　天花 やまい・てんか 二戸・福岡 2

89 入選 三上　琉太 みかみ・りゅうた 滝沢南 3



90 入選 山本　愛 やまもと・まな 盛岡・北陵 3

91 入選 堀内　茉桜 ほりうち・まお 宮古・津軽石 3

92 入選 近藤　彩華 こんどう・あやか 盛岡中央高付 3

93 入選 佐々木　綴里 ささき・つづり 盛岡・厨川 3

94 入選 長谷川　花菜 はせがわ・はな 二戸・金田一 3

95 入選 森田　結子 もりた・ゆいこ 紫波二 3

96 入選 小笠原　瑠南 おがさわら・るな 盛岡・大宮 3

97 入選 小笠原　夏凛 おがさわら・かりん 二戸・金田一 3

98 入選 佐々木　光琉 ささき・ひかる 遠野 3

99 入選 佐藤　朋子 さとう・ともこ 二戸・金田一 3

100 入選 太田　温菜 おおた・はるな 盛岡・城西 3

101 入選 後藤　凛夢 ごとう・りむ 大船渡一 3

102 入選 鈴木　あぐり すずき・あぐり 盛岡・北陵 3

103 入選 櫻井　仁美 さくらい・ひとみ 滝沢二 3

104 入選 齋藤　心乃 さいとう・ここの 盛岡・北陵 3

105 入選 森本　莉奈 もりもと・りな 盛岡・黒石野 3

106 入選 斎藤　美咲 さいとう・みさき 滝沢二 3

107 入選 岩田　明衣 いわた・めい 盛岡・北松園 3

108 入選 谷池　花乃 やち・はなの 盛岡・北陵 3

109 入選 佐々木　百望　 ささき・もも 遠野 3

110 入選 佐々木　愛華 ささき・まなか 盛岡・仙北 3

111 入選 西川　さくら にしかわ・さくら 盛岡・厨川 3

112 入選 佐藤　美沙嬉 さとう・みさき 花巻・石鳥谷 3

113 入選 菊池　光紗　 きくち・ひさら 遠野 3

114 入選 高橋　柚花 たかはし・ゆずか 矢巾 3
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