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▼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 小笠原　蘭 おがさわら・らん 一戸 2

2 日報大賞 田鎖　愛菜 たくさり・まな 北上翔南 3

3 日報大賞 高橋　依杏 たかはし・いあん 盛岡三 3

4 優秀賞 久保田　優花 くぼた・ゆうか 一戸 3

5 優秀賞 川崎　真実 かわさき・まみ 盛岡二 3

6 優秀賞 小田島　千奈 おだしま・ちな 北上翔南 3

7 優秀賞 藤川　優香 ふじかわ・ゆうか 盛岡二 3

8 優秀賞 星　萌美 ほし・めぐみ 北上翔南 2

9 秀逸賞 小笠原　透 おがさわら・ゆき 一戸 2

10 秀逸賞 千田　真弥 ちだ・まや 盛岡二 3

11 秀逸賞 中野　碧衣 なかの・あおい 盛岡三 3

12 秀逸賞 岩渕　珠苑 いわぶち・みおん 盛岡三 2

13 秀逸賞 野﨑　愛香 のざき・あいか 一戸 2

14 秀逸賞 橋本　舞 はしもと・まい 盛岡白百合学園 3

15 秀逸賞 村上　結音 むらかみ・ゆい 盛岡三 2

16 秀逸賞 舩越　未栞 ふなこし・みかん 宮古 3

17 秀逸賞 吉田　絢咲 よしだ・あやさ 盛岡一 3

18 秀逸賞 佐藤　帆栞 さとう・ほのか 盛岡三 3

19 秀逸賞 千葉　陽世 ちば・はるせ 大船渡 1

20 秀逸賞 坂原　奏音 さかはら・かのん 岩手女子 1

21 秀逸賞 櫻井　音々 さくらい・ねね 盛岡二 3

22 秀逸賞 菊地　華 きくち・はな 岩手女子 1

23 秀逸賞 野里　色 のざと・しき 一戸 2

24 入選 桐山　くるみ きりやま・くるみ 花巻南 2

25 入選 齋坂　風羽 さいさか・ふう 盛岡白百合学園 3

26 入選 野村　美友 のむら・みゆ 盛岡南 2

27 入選 根子　葵 ねこ・あおい 北上翔南 2

28 入選 小原　歩果 おばら・あゆか 花巻南 3

29 入選 佐々木　穂波 ささき・ほなみ 高田 2

30 入選 竹田　あみ たけだ・あみ 盛岡南 3

31 入選 小田島　琴海 おだしま・ことみ 不来方 3

32 入選 髙橋　柑奈 たかはし・かんな 黒沢尻北 2

33 入選 佐々木　まどか ささき・まどか 花巻南 3

34 入選 高村　結 たかむら・ゆい 盛岡白百合学園 3

35 入選 菅崎　心乃 かんざき・ここの 大船渡 1

36 入選 中條　春佳 なかじょう・はるか 盛岡二 3

37 入選 畑山　響 はたやま・ひびき 盛岡三 3

38 入選 氏家　琉輝 うじいえ・りゅうき 黒沢尻北 2
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39 入選 西澤　怜央 にしざわ・れお 盛岡北 3

40 入選 田中　小雪 たなか・こゆき 盛岡白百合学園 2

41 入選 小原　日菜 おばら・ひな 盛岡三 1

42 入選 山火　那月 やまび・なつき 盛岡三 2

43 入選 木村　実琴 きむら・みこと 黒沢尻北 2

44 入選 芳賀　なぎさ はが・なぎさ 宮古 3

45 入選 中村　きょう なかむら・きょう 盛岡二 2

46 入選 城内　娃珈 じょうない・あいか 盛岡三 2

47 入選 田村　京珠 たむら・みやび 盛岡三 2

48 入選 玉井　しの たまい・しの 盛岡一 2

49 入選 佐藤　颯香 さとう・そよか 盛岡三 2

50 入選 三田　愛莉彩 みた・ありさ 黒沢尻北 3

51 入選 岡本　奈々 おかもと・なな 盛岡北 3

52 入選 高橋　碧 たかはし・あおい 花巻南 3

53 入選 帷子　明日香 かたびら・あすか 盛岡白百合学園 2

54 入選 大川　瑞月 おおかわ・みづき 宮古 2

55 入選 長沼　亜依 ながぬま・あい 盛岡三 2

56 入選 鈴木　しおり すずき・しおり 黒沢尻北 3

57 入選 鳥居　葵華 とりい・あいか 盛岡白百合学園 3

58 入選 田村　佳歩 たむら・かほ 盛岡三 2
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