
夏009-0013-3

▼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 乙部　杏珈 おとべ・ここ 盛岡・城北 3

2 日報大賞 柳谷　祐希 やなぎや・ゆき 滝沢・鵜飼 5

3 日報大賞 渡辺　菜月 わたなべ・なつき 盛岡・岩手大付 6

4 優秀賞 十文字　怜李 じゅうもんじ・れり 洋野・種市 1

5 優秀賞 北村　花 きたむら・はな 盛岡・月が丘 2

6 優秀賞 田之岡　幸輝 たのおか・こうき 一戸 2

7 優秀賞 柳谷　歩希 やなぎや・ふき 滝沢・鵜飼 3

8 優秀賞 髙宮　律稀 たかみや・りつき 盛岡・岩手大付 3

9 優秀賞 嘉糠　伶美 かぬか・れみ 遠野北 4

10 優秀賞 今　碧羽 こん・あおば 盛岡・渋民 4

11 優秀賞 齊藤　智恵子 さいとう・ちえこ 盛岡・中野 4

12 優秀賞 佐藤　叶羽 さとう・かなう 遠野 4

13 優秀賞 耕野　玲奈 こうの・れな 滝沢・鵜飼 5

14 優秀賞 熊林　佑南 くまばやし・ゆな 盛岡・山岸 5

15 優秀賞 浜川　那々子 はまかわ・ななこ 遠野 5

16 優秀賞 熊谷　萌 くまがい・もえ 滝沢中央 5

17 優秀賞 葛巻　玲 くずまき・れい 盛岡・山岸 6

18 優秀賞 古川　凪紗 ふるかわ・なぎさ 遠野北 6

19 優秀賞 佐藤　翔一 さとう・しょういち 盛岡・岩手大付 6

20 秀逸賞 佐藤　大希 さとう・だいき 北上・鬼柳 2

21 秀逸賞 佐藤　開 さとう・かい 盛岡・岩手大付 2

22 秀逸賞 海道　美佑 かいどう・みゆ 盛岡・向中野 2

23 秀逸賞 進藤　結仁 しんどう・ゆいと 盛岡・城北 3

24 秀逸賞 川向　祐生 かわむかい・ひろみ 岩手・沼宮内 3

25 秀逸賞 向井田　悠生 むかいだ・ゆうき 盛岡・厨川 3

26 秀逸賞 佐藤　勇樹 さとう・はやき 盛岡・城北 3

27 秀逸賞 菊池　美結 きくち・みゆ 遠野北 4

28 秀逸賞 佐藤　遙佳 さとう・はるか 岩手・沼宮内 4

29 秀逸賞 伊五澤　殊那 いごさわ・ことな 盛岡・渋民 4

30 秀逸賞 渕澤　杏美 ふちさわ・あみ 盛岡・青山 4

31 秀逸賞 十文字　惺 じゅうもんじ・せい 洋野・種市 4

32 秀逸賞 鈴木　佑芽 すずき・ゆめ 盛岡・渋民 4

33 秀逸賞 神﨑　結衣 かんざき・ゆい 盛岡・向中野 5

34 秀逸賞 菊池　芽唯 きくち・めい 遠野 5

35 秀逸賞 中嶌　花 なかしま・はな 一戸・奥中山 5

36 秀逸賞 阿部　楓香 あべ・ふうか 紫波・長岡 5

37 秀逸賞 久米本　彩晴 くめもと・いろは 滝沢・鵜飼 5

38 秀逸賞 佐藤　日和 さとう・ひより 盛岡・中野 5

39 秀逸賞 堂前　詩乃 どうぜん・しの 盛岡・河北 6
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40 秀逸賞 出口　穂佳 でぐち・ほのか 盛岡・城北 6

41 秀逸賞 川向　千穂 かわむかい・ちほ 岩手・沼宮内 6

42 秀逸賞 山本　心十葉 やまもと・ことは 岩手・沼宮内 6

43 秀逸賞 田澤　佳歩 たざわ・かほ 盛岡・向中野 6

44 秀逸賞 八幡　まゆみ やはた・まゆみ 盛岡・山王 6

45 秀逸賞 北澤　杏奈 きたざわ・あんな 盛岡・向中野 6

46 秀逸賞 高橋　乃愛 たかはし・のあ 盛岡・青山 6

47 秀逸賞 五日市　一燈 いつかいち・いっとう 二戸・金田一 6

48 入選 小田島　早希 こだしま・さき 花巻・八幡 1

49 入選 長谷部　瑛大 はせべ・えいた 盛岡・城北 1

50 入選 佐々木　陽 ささき・はる 洋野・種市 1

51 入選 伊藤　千惺 いとう・ちさと 滝沢・鵜飼 2

52 入選 岩崎　准平 いわさき・じゅんぺい 遠野北 2

53 入選 佐々木　桃花 ささき・ももか 洋野・種市 2

54 入選 高橋　七愛 たかはし・なな 盛岡・青山 2

55 入選 宮野　夏帆 みやの・かほ 盛岡・青山 2

56 入選 乙部　結生 おとべ・ゆい 盛岡・城北 2

57 入選 寺田　莉央 てらだ・りお 矢巾・煙山 2

58 入選 熊谷　果莉 くまがい・かりん 紫波・星山 2

59 入選 宮　歩瑠 みや・あゆる 矢巾・煙山 2

60 入選 中村　伊都 なかむら・いと 盛岡・仁王 2

61 入選 双木　百香 なみき・ももか 盛岡・城北 2

62 入選 若狭　明祇 わかさ・みょうし 盛岡・厨川 2

63 入選 石川　紗由季 いしかわ・さゆき 盛岡・仁王 2

64 入選 鈴木　千咲子 すずき・ちさこ 盛岡・仁王 2

65 入選 茅橋　幸花 かやはし・さちか 盛岡・桜城 2

66 入選 花輪　宗佑 はなわ・そうすけ 釜石・鵜住居 2

67 入選 吉田　旭寿 よしだ・あさひ 盛岡・中野 2

68 入選 吉田　ゆり よしだ・ゆり 盛岡・津志田 2

69 入選 内村　啓介 うちむら・けいすけ 宮古・崎山 2

70 入選 近藤　美華 こんどう・みか 岩手・沼宮内 3

71 入選 鈴木　ゆうな すずき・ゆうな 盛岡・北厨川 3

72 入選 田名部　美玖 たなぶ・みく 盛岡・城北 3

73 入選 中村　依織 なかむら・いおり 岩手・沼宮内 3

74 入選 松田　隼輔 まつだ・しゅんすけ 盛岡・城南 3

75 入選 万谷　心友 まんや・みゆ 洋野・種市 3

76 入選 山本　希咲 やまもと・きさ 岩手・沼宮内 3

77 入選 熊谷　優希 くまがい・ゆき 盛岡・太田東 3

78 入選 土川　塔子 つちかわ・とうこ 滝沢・篠木 3

79 入選 山本　澪音 やまもと・みお 岩手・一方井 3

80 入選 大泉　聖人 おおいずみ・まさと 盛岡・城南 3

81 入選 堀越　りんか ほりこし・りんか 盛岡・山岸 3

82 入選 早坂　春真 はやさか・はるま 岩手・沼宮内 3

83 入選 三浦　聖愛 みうら・せいら 岩手・一方井 3



84 入選 勝部　開介 かつべ・かいすけ 盛岡・岩手大付 3

85 入選 高橋　楓 たかはし・かえで 盛岡・緑が丘 3

86 入選 平野　賀子 ひらの・かこ 岩手・沼宮内 3

87 入選 菅原　碧葉 すがわら・あおば 盛岡・青山 3

88 入選 伊藤　つむぎ いとう・つむぎ 紫波・長岡 3

89 入選 澤山　莉菜 さわやま・りな 大槌学園 3

90 入選 吉田　聖衣菜 よしだ・みいな 盛岡・津志田 3

91 入選 吉田　明莉 よしだ・あかり 盛岡・巻堀 4

92 入選 熊谷　颯夏 くまがい・せつな 紫波・星山 4

93 入選 菊池　桃那花 きくち・もなか 遠野 4

94 入選 角田　香子 かくた・かおるこ 盛岡・桜城 4

95 入選 吉田千桜 よしだ・ちさき 盛岡・岩手大付 4

96 入選 川村　茉幌 かわむら・まほろ 花巻・八重畑 4

97 入選 藤原　想 ふじわら・そう 盛岡・月が丘 4

98 入選 鈴木　琉生 すずき・るい 遠野北 4

99 入選 上澤　陽菜子 かみさわ・ひなこ 盛岡・向中野 4

100 入選 横澤　結 よこさわ・ゆの 岩手・沼宮内 4

101 入選 押川　笑 おしかわ・えみ 盛岡・中野 4

102 入選 宮本栞凪 みやもと・かんな 盛岡・桜城 4

103 入選 菊池　里歩 きくち・りほ 陸前高田・米崎 4

104 入選 渡邊　ななこ わたなべ・ななこ 盛岡・向中野 4

105 入選 畠山　花帆 はたけやま・かほ 陸前高田・小友 4

106 入選 三浦　そあら みうら・そあら 盛岡・青山 4

107 入選 佐藤　雅大 さとう・まさひろ 釜石・鵜住居 4

108 入選 佐々木　愛桜 ささき・みおん 岩手・沼宮内 4

109 入選 伊藤　宗志 いとう・そうし 陸前高田・高田 4

110 入選 橋本　紫呉　 はしもと・しぐれ 遠野 4

111 入選 小林　蓮 こばやし・れん 盛岡・大慈寺 4

112 入選 村上　絢 むらかみ・じゅん 大槌学園 4

113 入選 齋藤　あかり さいとう・あかり 陸前高田・高田 4

114 入選 平野　楓歩 ひらの・かほ 大槌学園 4

115 入選 奥地　勇羽 おくち・ゆうわ 盛岡・北厨川 4

116 入選 坂本　和沙 さかもと・かずさ 花巻・桜台 4

117 入選 髙橋　柚菜 たかはし・ゆずは 盛岡・城南 4

118 入選 鈴木　麻央 すずき・まお 大船渡・猪川 4

119 入選 柴田　明 しばた・あかり 岩手・沼宮内 4

120 入選 柴田　芽衣 しばた・めい 一戸南 5

121 入選 千葉　莉里子 ちば・りりこ 盛岡・城北 5

122 入選 大久保　光騎 おおくぼ・こうき 洋野・種市 5

123 入選 花輪　和穂 はなわ・かほ 釜石・鵜住居 5

124 入選 保科　光歩 ほしな・みお 盛岡・岩手大付 5

125 入選 吉田　詩織 よしだ・しおり 盛岡・津志田 5

126 入選 近藤　佑惺 こんどう・ゆうせい 盛岡・岩手大付 5

127 入選 久保田　玲衣 くぼた・れい 盛岡・城北 5



128 入選 穴久保　大希 あなくぼ・たいき 一戸・小鳥谷 5

129 入選 山本　凛音 やまもと・りん 岩手・一方井 5

130 入選 山口　瑞穂 やまぐち・みずほ 盛岡・青山 5

131 入選 中山　実優 なかやま・みゆ 矢巾・煙山 5

132 入選 上村　優奈 うえむら・ゆな 盛岡・太田東 5

133 入選 田中　悠菜 たなか・ゆな 岩手・一方井 5

134 入選 谷藤　湊太 たにふじ・そうた 洋野・種市 5

135 入選 小舘　菜央 こたて・なお 二戸・福岡 5

136 入選 伊藤　諒祐 いとう・りょうすけ 滝沢・鵜飼 5

137 入選 久保田　優歌 くぼた・ゆか 盛岡・城北 5

138 入選 三瓶　耀大 さんぺい・ようた 花巻・八幡 5

139 入選 小田島　史弥 こだしま・ふみや 花巻・八幡 5

140 入選 武田　凛心 たけだ・りこ 岩手・一方井 5

141 入選 遠藤　美月 えんどう・みづき 岩手・一方井 5

142 入選 澤口　日葵 さわぐち・ひまり 一戸南 5

143 入選 新美　里桜　　 にいみ・りお 北上・南 5

144 入選 後藤　かんな ごとう・かんな 矢巾・煙山 5

145 入選 松尾　采美 まつお・あみ 一戸南 5

146 入選 佐藤　優 さとう・ゆう 盛岡・北厨川 5

147 入選 谷藤　心和　 たにふじ・ここな 盛岡・大新 5

148 入選 藤原　蒼 ふじわら・そう 紫波・長岡 5

149 入選 工藤　あさひ くどう・あさひ 盛岡・桜城 5

150 入選 福士　結衣 ふくし・ゆい 岩手・沼宮内 6

151 入選 石部　杏奈 いしべ・あんな 滝沢・鵜飼 6

152 入選 工藤　あかり くどう・あかり 滝沢中央 6

153 入選 軽部　未華 かるべ・みか 盛岡・仁王 6

154 入選 檜山　みのり ひやま・みのり 滝沢 6

155 入選 北山　璃菜 きたやま・りな 洋野・種市 6

156 入選 玉澤　一斗 たまざわ・かずと 洋野・中野 6

157 入選 長谷川　璃湖 はせがわ・りこ 二戸・金田一 6

158 入選 菊池　郷平 きくち・きょうへい 陸前高田・米崎 6

159 入選 中野　未悠 なかの・みゆ 陸前高田・小友 6

160 入選 高橋　蒼 たかはし・あお 遠野・綾織 6

161 入選 髙宮　創汰 たかみや・そうた 盛岡・岩手大付 6

162 入選 村上　美緒 むらかみ・みお 陸前高田・矢作 6

163 入選 堀川　黎生 ほりかわ・りおん 二戸・金田一 6

164 入選 大村　優奈 おおむら・ゆな 宮古・花輪 6

165 入選 出口　実佳 でぐち・みか 盛岡・城北 6

166 入選 府金　陽凛 ふがね・ひより 岩手・沼宮内 6

167 入選 澤﨑　わかな さわざき・わかな 盛岡・岩手大付 6

168 入選 樋口　りか ひぐち・りか 盛岡・城南 6

169 入選 工藤　悠良 くどう・ゆら 滝沢 6

170 入選 佐々木　貴行 ささき・たかゆき 陸前高田・高田 6

171 入選 太田　菜月 おおた・なつき 滝沢 6



172 入選 小川　愛心 おがわ・あこ 二戸・金田一 6

173 入選 大泉　はなの おおいずみ・はなの 盛岡・城南 6

174 入選 佐藤　優衣 さとう・ゆい 岩手・沼宮内 6

175 入選 小林　里菜 こばやし・りな 滝沢・鵜飼 6

176 入選 佐々木　結那 ささき・ゆいな 盛岡・青山 6

177 入選 吉田　はる よしだ・はる 盛岡・上田 6

178 入選 小笠原　想 おがさわら・こころ 盛岡・向中野 6

179 入選 笹谷　旬 ささや・しゅん 盛岡・北松園 6

180 入選 菊池　桜 きくち・さくら 遠野 6

181 入選 松原　永和 まつばら・とわ 盛岡・岩手大付 6

182 入選 村山　夢奏 むらやま・ゆな 滝沢中央 6

183 入選 小林　優愛 こばやし・ゆあ 大槌学園 6

184 入選 吉田　美智花 よしだ・みちか 盛岡・中野 6

185 入選 井上　智耀 いのうえ・ともあき 滝沢 6
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