
▼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 中澤　知里 なかざわ・ちさと 盛岡・下小路 1

2 佳作 小笠原　想 おがさわら・こころ 盛岡・仙北 1

3 佳作 佐々木　優羽 ささき・ゆう 盛岡・仙北 1

4 佳作 太田　菜月 おおた・なつき 滝沢 1

5 佳作 新銀　さくら しんぎん・さくら 盛岡・上田 1

6 佳作 乗上　奏 のりあげ・かなで 二戸・金田一 1

7 佳作 渡辺　詩央 わたなべ・しお 盛岡・厨川 1

8 佳作 内村　友紀菜 うちむら・ゆきな 盛岡・下小路 1

9 佳作 高瀬　理紗子 たかせ・りさこ 盛岡・仙北 1

10 佳作 鈴木　絆夏 すずき・はんな 滝沢 1

11 佳作 池田　咲季 いけだ・さき 盛岡・上田 1

12 佳作 藤社　寿希 とうしゃ・としき 大槌学園 1

13 佳作 照井　陽菜 てるい・ひな 盛岡・仙北 1

14 佳作 川村　旺暉 かわむら・おうき 盛岡・上田 1

15 佳作 佐藤　優衣 さとう・ゆい 盛岡・下小路 1

16 佳作 玉川　友鈴 たまかわ・ゆず 滝沢 1

17 佳作 北山　璃菜 きたやま・りな 洋野・種市 1

18 佳作 盛内　紗英子 もりうち・さえこ 盛岡・黒石野 1

19 佳作 井上　智耀 いのうえ・ともあき 滝沢 1

20 佳作 塩釜　佳純 しおがま・かすみ 花巻 1

21 佳作 吉田　はる よしだ・はる 盛岡・上田 1

22 佳作 小笠原　颯希 おがさわら・そうき 滝沢 1

23 佳作 小倉　優衣 おぐら・ゆい 滝沢第二 1

24 佳作 工藤　麟 くどう・りん 盛岡・松園 1

25 佳作 鎌田　昴佑 かまた・こうすけ 花巻・石鳥谷 1

26 佳作 佐々木　和奏 ささき・わかな 花巻・石鳥谷 1

27 佳作 熊谷　龍 くまがい・りゅう 滝沢 1

28 佳作 石田　遥香　 いしだ・はるか 盛岡・下橋 1

29 佳作 三上　樺音 みかみ・かのん 滝沢 1

30 佳作 佐々木　琉斗 ささき・りゅうと 盛岡・北陵 1

31 佳作 前川　華 まえかわ・はな 盛岡・見前 1

32 佳作 千葉　創太 ちば・そうた 盛岡・岩手大付 1

33 佳作 柳　陽太朗 やなぎ・ようたろう 盛岡・松園 1

34 佳作 千田　璃緒 ちだ・りお 盛岡・仙北 1

35 佳作 澤田　さくら さわだ・さくら 盛岡・上田 1

36 佳作 菊池　桜 きくち・さくら 遠野 1

37 佳作 赤﨑　煉 あかさき・れん 盛岡・飯岡 1

38 佳作 竹根　ミラ たけね・みら 洋野・種市 1

39 佳作 堺田　李音 さかいだ・りおん 盛岡・岩手大付 1

40 佳作 黒澤　美月 くろさわ・みづき 北上・上野 1

41 佳作 畠山　桃榎 はたけやま・ももか 盛岡・黒石野 1

42 佳作 杉下　菜々美 すぎした・ななみ 洋野・種市 1

43 佳作 菅原　一脩 すがわら・かずはる 一関一高付 1

44 佳作 浅沼　莉愛 あさぬま・りるな 盛岡・大宮 2

45 佳作 熊谷　琉花 くまがい・るか 陸前高田・高田一 2

46 佳作 渡辺　紗来 わたなべ・さら 紫波二 2

47 佳作 澤山　陽菜 さわやま・ひな 大槌学園 2

48 佳作 合田　桂晟 ごうだ・けいせい 北上北 2

49 佳作 菅野　美海 かんの・うみ 陸前高田・高田一 2

50 佳作 平野　硯士朗 ひらの・けんしろう 岩手・沼宮内 2

51 佳作 菅原　俊輔 すがわら・しゅんすけ 盛岡・河南 2
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52 佳作 関谷　璃美 せきや・りみ 大槌・吉里吉里学園 2

53 佳作 里舘　瑠那　 さとだて・るな 大槌学園 8

54 佳作 佐々木　凛希 ささき・りの 盛岡・仙北 2

55 佳作 吉田　あおい よしだ・あおい 盛岡・見前 2

56 佳作 今野　颯希 こんの・さき 盛岡・河南 2

57 佳作 田端　日陽 たばた・ひなた 盛岡・河南 2

58 佳作 佐々木　柚香 ささき・ゆずか 大槌学園 2

59 佳作 澤田　麻椰 さわだ・まや 一関・磐井 2

60 佳作 安部　透星 あべ・とあ 盛岡・岩手大付 2

61 佳作 杉江　めい すぎえ・めい 盛岡・下小路 2

62 佳作 田村　大輝 たむら・だいき 盛岡・北陵 2

63 佳作 菊地　莉歩 きくち・りりあ 花巻・石鳥谷 2

64 佳作 阿部　鈴叶 あべ・すずか 大槌学園 2

65 佳作 千葉　陸生 ちば・りく 盛岡・岩手大付 2

66 佳作 雛鶴　大史 ひなづる・ひろと 岩手・一方井 2

67 佳作 佐藤　清良 さとう・きよら 盛岡・下小路 2

68 佳作 松原　夏稀 まつばら・なつき 盛岡・城西 2

69 佳作 長内　暖 おさない・だん 滝沢 2

70 佳作 佐々木　愛莉 ささき・あいり 遠野 2

71 佳作 岩本　唯香 いわもと・ゆいか 一関・磐井 2

72 佳作 臼沢　梓 うすざわ・あずさ 大槌学園 2

73 佳作 村谷　隼 むらたに・はやと 盛岡・大宮 2

74 佳作 日向　瑛美 ひなた・えみ 葛巻・江刈 2

75 佳作 下道　叶真 したみち・とうま 盛岡・大宮 2

76 佳作 千田　翔太 ちだ・しょうた 盛岡・城西 2

77 佳作 村木　亜衣 むらき・あい 葛巻 2

78 佳作 雨森　華倫 あめもり・かりん 盛岡・北松園 3

79 佳作 佐々木　美和　 ささき・みわ 盛岡・岩手大付 3

80 佳作 松田　純弥 まつだ・じゅんや 盛岡・城東 3

81 佳作 早坂　羽都希 はやさか・はづき 滝沢南 3

82 佳作 佐々　向日葵 ささ・ひまわり 盛岡・上田 3

83 佳作 前川　葵 まえかわ・あおい 盛岡・見前 3

84 佳作 佐々木　希颯 ささき・ののか 盛岡・見前 3

85 佳作 北山　結衣 きたやま・ゆい 洋野・種市 3

86 佳作 川又　陽奈望 かわまた・ひなの 盛岡・北陵 3

87 佳作 小川口　朋花 おがわぐち・ともか 花巻・石鳥谷 3

88 佳作 小笠原　世成 おがさわら・せな 盛岡中央高付 3

89 佳作 佐々木　俊輔 ささき・しゅんすけ 盛岡・北陵 3

90 佳作 立花　美桜 たちばな・みお 岩手・沼宮内 3

91 佳作 高橋　花音 たかはし・かのん 滝沢 3

92 佳作 千葉　美結 ちば・みゆう 盛岡・岩手大付 3

93 佳作 浦辺　のぞみ うらべ・のぞみ 盛岡・北陵 3

94 佳作 池田　陽樹 いけだ・ようじゅ 盛岡・上田 3

95 佳作 澤山　萌々 さわやま・もも 矢巾北 3

96 佳作 伊藤　璃美 いとう・りみ 盛岡中央高付 3

97 佳作 浅沼　和佳奈 あさぬま・わかな 花巻北 3

98 佳作 佐々木　慧士 ささき・けいし 陸前高田・高田東 3

99 佳作 長根　那菜 ながね・なな 滝沢 3

100 佳作 高橋　透生 たかはし・とうい 盛岡中央高付 3

101 佳作 大坪　琉那 おおつぼ・るうな 洋野・種市 3

102 佳作 三瓶　由偉 さんぺい・ゆい 花巻・石鳥谷 3

103 佳作 伊東　悠陽 いとう・はるひ 矢巾北 3

104 佳作 安達　愛乃 あだち・あんの 花巻 3

105 佳作 沼田　登志也 ぬまた・としや 花巻北 3

106 佳作 坂待　似子 さかまち・にこ 葛巻 3

107 佳作 宮崎　祐奈子 みやざき・ゆなこ 盛岡・上田 3

108 佳作 工藤　香羽 くどう・こう 盛岡・上田 3



109 佳作 佐藤　優亮 さとう・ゆうすけ 盛岡・岩手大付 3

110 佳作 毛糠　妃菜乃 けぬか・ひなの 洋野・種市 3

111 佳作 五十嵐　杏里 いがらし・あんり 紫波二 3

112 佳作 松川　裳那 まつかわ・もな 大船渡一 3

113 佳作 今野　ややこ こんの・ややこ 大船渡一 3

№ 賞 氏名 氏名よみがな 学校名 学年


