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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 佳作 小原　日菜 おばら・ひな 盛岡三 2

2 佳作 小川　月帆 おがわ・つきほ 盛岡南 3

3 佳作 川村　一颯 かわむら・いぶき 盛岡南 2

4 佳作 新谷　三汰 あらや・さんた 盛岡中央 2

5 佳作 山崎　萌 やまざき・もえ 盛岡三 2

6 佳作 岩渕　珠苑 いわぶち・みおん 盛岡三 3

7 佳作 佐藤　美和 さとう・みわ 宮古 3

8 佳作 佐々木　穂波 ささき・ほなみ 高田 3

9 佳作 村木　葉香 むらき・はる 不来方 2

10 佳作 佐々木　光咲 ささき・みさき 盛岡北 2

11 佳作 小原　結菜 おばら・ゆいな 盛岡一 3

12 佳作 三田　穂乃佳 みた・ほのか 盛岡一 3

13 佳作 工藤　洋紀 くどう・ひろのり 盛岡南 3

14 佳作 氏家　琉輝 うじいえ・りゅうき 黒沢尻北 3

15 佳作 菊池　佳波 きくち・かなみ 黒沢尻北 2

16 佳作 菊地　華 きくち・はな 杜陵 1

17 佳作 中屋敷　芹奈 なかやしき・せりな 一戸 3

18 佳作 伊藤　彩夏 いとう・あやか 盛岡白百合 3

19 佳作 吉田　彩乃 よしだ・あやの 盛岡一 2

20 佳作 佐々木　公晟 ささき・こうせい 盛岡南 2

21 佳作 笹治　悠奈 ささじ・ゆな 盛岡三 2

22 佳作 八重樫　颯香 やえがし・そよか 盛岡三 3

23 佳作 小山　倫佳 こやま・りんか 盛岡一 2

24 佳作 千葉　りろ ちば・りろ 盛岡白百合 2

25 佳作 平澤　紗梨捺 ひらさわ・さりな 宮古 3

26 佳作 及川　奈々葉 おいかわ・ななは 黒沢尻北 2

27 佳作 牛間木　柊 うしまぎ・しゅう 一戸 2

28 佳作 漆原　莉 うるしばら・まり 一戸 2

29 佳作 坂本　彩 さかもと・あや 不来方 2

30 佳作 堀澤　奏愛 ほりさわ・そあら 北上翔南 3

31 佳作 永田　奈々 ながた・なな 一戸 1

32 佳作 小笠原　瑠南 おがさわら・るな 盛岡中央 1

33 佳作 菊池　紬月 きくち・ゆづき 盛岡一 1

34 佳作 牛﨑　舞 うしざき・まい 盛岡三 2

35 佳作 前田　栞 まえだ・しおり 宮古 2

36 佳作 三浦　和奏 みうら・わかな 宮古 2

37 佳作 岡田　卓士 おかだ・たくと 盛岡一 2

38 佳作 釜石　愛騎 かまいし・あいき 一戸 1
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39 佳作 藪野　和奏 やぶの・わかな 盛岡白百合 3

40 佳作 伊藤　史華 いとう・ふみか 黒沢尻北 2

41 佳作 松坂　柚良 まつざか・ゆら 盛岡北 1

42 佳作 鎌田　桜來 かまた・さら 宮古 2

43 佳作 小滝　雄馬 こたき・ゆうま 一戸 1

44 佳作 坂井　望咲 さかい・みさき 盛岡白百合 1

45 佳作 熊谷　寧音 くまがい・ねね 盛岡北 1

46 佳作 太田　温菜 おおた・はるな 盛岡一 1

47 佳作 横山　和沙 よこやま・かずさ 盛岡一 2

48 佳作 大久保　彩 おおくぼ・あや 宮古 2

49 佳作 青木　志埜 あおき・ゆきの 北上翔南 1

50 佳作 高間木　さくら たかまぎ・さくら 一戸 1

51 佳作 小井田　優楽 こいだ・ゆら 盛岡三 2

52 佳作 西川　さくら にしかわ・さくら 盛岡一 1

53 佳作 太田　芽夢 おおた・めむ 黒沢尻北 2

54 佳作 佐藤　ひかる さとう・ひかる 盛岡北 1

55 佳作 佐々木　星奈 ささき・せな 宮古 2

56 佳作 森田　結子 もりた・ゆいこ 盛岡一 1

57 佳作 吉田　果乃 よしだ・かの 盛岡白百合 1

58 佳作 阿部　柚月 あべ・ゆづき 盛岡白百合 1

59 佳作 箱石　萌 はこいし・もえ 宮古 2

60 佳作 佐藤　真央 さとう・まお 黒沢尻北 1

61 佳作 杉澤　亜美 すぎさわ・あみ 北上翔南 2

62 佳作 樋下　心音 といした・ことね 盛岡白百合 1

63 佳作 三浦　愛華 みうら・まなか 盛岡二 1

64 佳作 八重樫　華奈 やえがし・はな 北上翔南 1

65 佳作 武重　心菜 たけしげ・ここな 北上翔南 1

66 佳作 菅原　芽永 すがわら・めい 盛岡白百合 1

67 佳作 田村　美汝実 たむら・みなみ 宮古 2

68 佳作 南里　桜花 なんり・さくら 北上翔南 1
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