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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 菊地　ひかり きくち・ひかり 一戸 1

2 佳作 長谷川　明莉 はせがわ・あかり 洋野・種市 1

3 佳作 橋本　夏瞳 はしもと・なつめ 遠野 1

4 佳作 阿部　紗雪 あべ・さゆき 洋野・種市 1

5 佳作 藤原　柑菜 ふじわら・かんな 二戸・石切所 1

6 佳作 齋藤　怜生 さいとう・れお 盛岡・本宮 1

7 佳作 毛糠　匠瑛 けぬか・しょうえい 洋野・宿戸 1

8 佳作 内村　美玖 うちむら・みく 盛岡・仁王 1

9 佳作 柏崎　杏奈 かしわざき・あんな 矢巾・煙山 2

10 佳作 十文字　怜李 じゅうもんじ・れり 洋野・種市 2

11 佳作 保科　華歩 ほしな・かほ 盛岡・山岸 2

12 佳作 府金　輝樹 ふがね・てるき 岩手・沼宮内 2

13 佳作 金原　ひかり かねはら・ひかり 洋野・種市 2

14 佳作 藤尾　彩音 ふじお・あやね 盛岡・向中野 2

15 佳作 千葉　心陽 ちば・こはる 盛岡・向中野 2

16 佳作 柴田　悠朔 しばた・ゆうさく 盛岡・本宮 2

17 佳作 片野　靖ノ介 かたの・せいのすけ 岩手・沼宮内 2

18 佳作 田島　やえ たじま・やえ 盛岡・向中野 2

19 佳作 馬場　陽菜乃 ばば・ひなの 滝沢・鵜飼 2

20 佳作 沼田　大輝 ぬまた・ひろき 盛岡・渋民 2

21 佳作 小田島　由希乃 おだしま・ゆきの 北上・黒沢尻東 2

22 佳作 三浦　瑛斗 みうら・えいと 岩手・沼宮内 2

23 佳作 千葉　海和 ちば・うみな 盛岡・岩手大附 2

24 佳作 小笠原　なつめ おがさわら・なつめ 盛岡・仙北 2

25 佳作 古水　結斗 ふるみず・ゆいと 盛岡・向中野 2

26 佳作 佐々木　優心 ささき・ゆみ 洋野・種市 2

27 佳作 成田　紫音 なりた・しおん 盛岡・河北 2

28 佳作 野中　凱翔 のなか・かいと 洋野・種市 2

29 佳作 細川　琳音 ほそかわ・りん 滝沢・鵜飼 2

30 佳作 茅橋　花香 かやはし・はのか 盛岡・桜城 3

31 佳作 寺田　莉央 てらだ・りお 矢巾・煙山 3

32 佳作 笹川　萌維 ささかわ・めい 盛岡・岩手大附 3

33 佳作 中関　紗江 なかぜき・さえ 矢巾・煙山 3

34 佳作 上澤　岳斗 かみさわ・がくと 盛岡・向中野 3

35 佳作 藤川　真衣 ふじかわ・まい 盛岡・東松園 3

36 佳作 内村　啓介 うちむら・けいすけ 盛岡・仁王 3

37 佳作 藤村　紗 ふじむら・すず 盛岡・本宮 3

38 佳作 野呂　花 のろ・はな 盛岡・津志田 3

39 佳作 茅橋　幸花 かやはし・さちか 盛岡・桜城 3
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40 佳作 晴山　凜佳 はれやま・りんか 矢巾・煙山 3

41 佳作 村上　愛結 むらかみ・あゆ 盛岡・本宮 3

42 佳作 合田　隼晟 ごうだ・しゅんせい 北上・二子 3

43 佳作 吉田　ゆり よしだ・ゆり 盛岡・津志田 3

44 佳作 丸茂　奈々夏 まるも・ななか 大槌学園 3

45 佳作 土田　彩乃 つちだ・あやの 盛岡・城北 3

46 佳作 赤﨑　湊 あかさき・みなと 盛岡・飯岡 3

47 佳作 村上　洸二朗 むらかみ・こうじろう 陸前高田・高田 3

48 佳作 佐藤　みのり さとう・みのり 岩手・川口 3

49 佳作 前川　櫂志 まえかわ・かいし 盛岡・津志田 3

50 佳作 伊藤　あさひ いとう・あさひ 花巻・桜台 3

51 佳作 千葉　愛桜 ちば・あいら 盛岡・太田東 3

52 佳作 吉田　旭寿 よしだ・あさひ 盛岡・中野 3

53 佳作 府金　大樹 ふがね・たいじゅ 岩手・沼宮内 3

54 佳作 花輪　宗佑 はなわ・そうすけ 釜石・鵜住居 3

55 佳作 福田　紡希 ふくだ・つむぎ 岩手・沼宮内 3

56 佳作 藤田　のど花 ふじた・のどか 宮古・千徳 3

57 佳作 千田　美風 ちだ・みか 盛岡・厨川 3

58 佳作 立花　柚希 たちばな・ゆき 盛岡・大新 3

59 佳作 松岡　優 まつおか・ゆう 盛岡・河北 3

60 佳作 川口　仁一朗 かわぐち・じんいちろう 滝沢・鵜飼 3

61 佳作 高橋　侑也 たかはし・ゆうや 北上・黒沢尻西 3

62 佳作 澤﨑　なのは さわざき・なのは 盛岡・岩手大附 3

63 佳作 中島　彩愛 なかしま・さら 盛岡・岩手大附 3

64 佳作 佐々木　桃花 ささき・ももか 洋野・種市 3

65 佳作 藤原　圭人 ふじわら・けいと 陸前高田・高田 3

66 佳作 昆　姫佳 こん・ひめか 盛岡・岩手大附 3

67 佳作 村上　結 むらかみ・ゆい 大槌学園 4

68 佳作 澤山　莉菜 さわやま・りな 大槌学園 4

69 佳作 進藤　結仁 しんどう・ゆうと 盛岡・城北 4

70 佳作 新田　芽功 にった・がく 盛岡・上田 4

71 佳作 山本　希咲 やまもと・きさ 岩手・沼宮内 4

72 佳作 倉本　栄翔 くらもと・えいと 大槌学園 4

73 佳作 若狹　明蓮 わかさ・あれん 盛岡・北厨川 4

74 佳作 伊藤　つむぎ いとう・つむぎ 紫波東 4

75 佳作 上野　千尋 うえの・ちひろ 大槌学園 4

76 佳作 高橋　龍太朗 たかはし・りゅうたろう 盛岡・津志田 4

77 佳作 小田　愛 こだ・めぐみ 紫波・古館 4

78 佳作 千田　心音 ちだ・ここね 盛岡・向中野 4

79 佳作 荒澤　晏 あらさわ・あん 大槌学園 4

80 佳作 早坂　春真 はやさか・はるま 岩手・沼宮内 4

81 佳作 斗成　柑菜 となり・かんな 岩手・沼宮内 4

82 佳作 菅原　碧葉 すがわら・あおば 盛岡・青山 4

83 佳作 勝部　開介 かつべ・かいすけ 盛岡・岩手大附 4



84 佳作 外山　千乃 そとやま・ちの 盛岡・河北 4

85 佳作 沼田　英恵 ぬまた・はなえ 盛岡・渋民 4

86 佳作 大泉　聖人 おおいずみ・まさと 盛岡・城南 4

87 佳作 平野　賀子 ひらの・かこ 岩手・沼宮内 4

88 佳作 大坪　世理亜 おおつぼ・せりあ 滝沢・鵜飼 4

89 佳作 中村　妃菜 なかむら・ひな 盛岡・本宮 4

90 佳作 野中　莉緒菜 のなか・りおな 洋野・種市 4

91 佳作 澤口　妃愛 さわぐち・ひな 岩手・沼宮内 4

92 佳作 宮崎　奈央士 みやざき・なおと 盛岡・岩手大附 4

93 佳作 万谷　心友 まんや・みゆ 洋野・種市 4

94 佳作 山崎　萌衣 やまざき・めい 滝沢・鵜飼 4

95 佳作 相馬　萌々恵 そうま・ももえ 盛岡・桜城 4

96 佳作 保田　一稀 ほた・いつき 盛岡・仙北 4

97 佳作 菊池　陽月 きくち・ひづき 花巻・石鳥谷 4

98 佳作 平野　紗奈 ひらの・さな 大槌・吉里吉里学園 4

99 佳作 千田　心陽 ちだ・こはる 盛岡・向中野 4

100 佳作 佐々木　里咲 ささき・りさ 盛岡・北厨川 4

101 佳作 永洞　結之 ながほら・ゆうの 盛岡・北厨川 4

102 佳作 吉田　美玖 よしだ・みく 盛岡・北厨川 4

103 佳作 菊地　陽 きくち・はる 花巻・石鳥谷 4

104 佳作 増田　乃依瑠 ますだ・のえる 盛岡・向中野 4

105 佳作 宮﨑　蓮士 みやざき・れんし 岩手・沼宮内 4

106 佳作 境田　美玲 さかいだ・みれい 盛岡・岩手大附 4

107 佳作 菅野　真叶 かんの・まかな 盛岡・向中野 4

108 佳作 山下　瑚子 やました・ここ 盛岡・向中野 4

109 佳作 川村　茉幌 かうわむら・まほろ 花巻・八重畑 5

110 佳作 海道　文翔 かいどう・あやと 盛岡・向中野 5

111 佳作 吉田　千桜 よしだ・ちさき 盛岡・岩手大附 5

112 佳作 十文字　惺 じゅうもんじ・せい 洋野・種市 5

113 佳作 岩渕　遥馬 いわぶち・はるま 盛岡・上田 5

114 佳作 金野　真奈 きんの・まな 陸前高田・高田 5

115 佳作 角掛　智紀 つのかけ・ともき 滝沢・一本木 5

116 佳作 菊地　ひなた きくち・ひなた 一戸 5

117 佳作 千葉　百花 ちば・ももか 盛岡・岩手大附 5

118 佳作 熊谷　昴大 くまがい・こうた 洋野・種市 5

119 佳作 畠山　愛椛 はたけやま・まなか 盛岡・高松 5

120 佳作 塩釜　暖人 しおがま・はると 花巻・桜台 5

121 佳作 武田　理央 たけだ・りお 盛岡・中野 5

122 佳作 渡邊　ななこ わたなべ・ななこ 盛岡・向中野 5

123 佳作 佐々木　愛桜 ささき・みおん 岩手・沼宮内 5

124 佳作 金野　秀晟 こんの・しゅうせい 滝沢・滝沢中央 5

125 佳作 永洞　遥之 ながほら・はるの 盛岡・北厨川 5

126 佳作 吉田　うみ よしだ・うみ 盛岡・上田 5

127 佳作 下山　稀未 しもやま・のぞみ 花巻・矢沢 5



128 佳作 福田　真央 ふくだ・まお 岩手・沼宮内 5

129 佳作 田村　結 たむら・ゆい 一戸 5

130 佳作 内坪　蒼真 うちつぼ・そうま 盛岡・向中野 5

131 佳作 佐藤　香乃果 さとう・このか 遠野 5

132 佳作 齊藤　琥珀 さいとう・こはく 矢巾・煙山 5

133 佳作 柴田　明 しばた・あかり 岩手・沼宮内 5

134 佳作 佐々木　優未 ささき・ゆうみ 遠野 5

135 佳作 府金　沙樹 ふがね・さき 岩手・沼宮内 5

136 佳作 冠　秀弥 かんむり・しゅうや 盛岡・北厨川 5

137 佳作 赤﨑　楓 あかさき・かえで 盛岡・飯岡 5

138 佳作 樋口　なお ひぐち・なお 盛岡・本宮 5

139 佳作 宇津宮　沙菜 うつのみや・さな 花巻・新堀 5

140 佳作 麦沢　和奏 むぎさわ・わかな 洋野・種市 5

141 佳作 前川　詩 まえかわ・うた 盛岡・津志田 5

142 佳作 内村　悠人 うちむら・ゆうと 盛岡・城南 5

143 佳作 澤田　歩武 さわだ・あゆむ 盛岡・厨川 5

144 佳作 千葉　太惺 ちば・たいせい 盛岡・向中野 5

145 佳作 平出　誠 ひらで・まこと 盛岡・高松 5

146 佳作 柏崎　奈々 かしわざき・なな 矢巾・煙山 5

147 佳作 川口　結叶 かわぐち・ゆいか 滝沢・鵜飼 5

148 佳作 日向　佑実 ひなた・ゆみ 葛巻・江刈 5

149 佳作 四戸　悠人 しのへ・ゆうと 盛岡・北厨川 5

150 佳作 小川口　祈鈴 こがわくち・いのり 花巻・八重畑 5

151 佳作 筑後　佳歩 ちくご・かほ 盛岡・桜城 5

152 佳作 新田　こころ にった・こころ 盛岡・上田 6

153 佳作 駒林　陽夏 こまばやし・ひな 大槌学園 6

154 佳作 山本　渓心 やまもと・けいしん 盛岡・渋民 6

155 佳作 吉田　志音 よしだ・しのん 盛岡・津志田 6

156 佳作 吉田　芽生 よしだ・いぶき 花巻・桜台 6

157 佳作 佐々木　理士 ささき・まさし 陸前高田・広田 6

158 佳作 千葉　心菜 ちば・ここな 釜石・鵜住居 6

159 佳作 金澤　ゆあ かなざわ・ゆあ 洋野・種市 6

160 佳作 千葉　莉沙 ちば・りさ 盛岡・東松園 6

161 佳作 小舘　菜央 こだて・なお 二戸・福岡 6

162 佳作 久保田　優歌 くぼた・ゆか 盛岡・城北 6

163 佳作 岩鼻　樹里 いわはな・じゅり 釜石・鵜住居 6

164 佳作 後藤　かんな ごとう・かんな 矢巾・煙山 6

165 佳作 藤原　結衣 ふじわら・ゆい 陸前高田・高田 6

166 佳作 高野　新大 たかの・あらた 滝沢・鵜飼 6

167 佳作 東平　暖乃 ひがしだいら・はるの 矢巾・煙山 6

168 佳作 伊藤　諒祐 いとう・りょうすけ 滝沢・鵜飼 6

169 佳作 米田　瑞樹 まいた・みずき 一戸 6

170 佳作 宮本　幸奈 みやもと・ゆきな 盛岡白百合学園 6

171 佳作 佐藤　琴寧 さとう・ことね 遠野 6



172 佳作 倉本　幸洋 くらもと・ゆきひろ 釜石・双葉 6

173 佳作 三瓶　燿大 さんぺい・ようた 花巻・八幡 6

174 佳作 伊藤　磨生 いとう・まき 花巻・桜台 6

175 佳作 佐藤　恋菜 さとう・れな 花巻・八重畑 6

176 佳作 筑後　琴子 ちくご・ことこ 花巻・八幡 6

177 佳作 大久保　光騎 おおくぼ・こうき 洋野・種市 6

178 佳作 千葉　愛子 ちば・あこ 花巻・南城 6

179 佳作 松尾　采美 まつお・あみ 一戸南 6

180 佳作 佐々木　雅人 ささき・まさと 盛岡・北厨川 6

181 佳作 橘　あこ たちばな・あこ 矢巾・煙山 6

182 佳作 朝賀　悠花子 あさか・ゆかこ 盛岡・桜城 6

183 佳作 柴田　駿太朗 しばた・しゅんたろう 盛岡・本宮 6

184 佳作 澤口　日葵 さわぐち・ひまり 一戸南 6

185 佳作 柴田　芽衣 しばた・めい 一戸南 6

186 佳作 川村　亜佳里 かわむら・あかり 盛岡・北厨川 6

187 佳作 吉田　祐輝 よしだ・ゆうき 盛岡・北厨川 6

188 佳作 朝賀　梨那子 あさか・りなこ 盛岡・桜城 6

189 佳作 大河原　千尋 おおかわら・ちひろ 花巻・若葉 6

190 佳作 野村　奈緒 のむら・なお 矢巾・煙山 6

191 佳作 谷藤　湊太 たにふじ・そうた 洋野・種市 6

192 佳作 鬼柳　巽 おにやなぎ・たつみ 盛岡・本宮 6

193 佳作 中山　実優 なかやま・みゆ 矢巾・煙山 6

194 佳作 中村　亮介 なかむら・りょうすけ 盛岡・城南 6

195 佳作 松岡　怜 まつおか・れん 盛岡・河北 6

196 佳作 穴久保　大希 あなくぼ・たいき 一戸・小鳥谷 6

197 佳作 松井　菜の春 まつい・なのは 盛岡・桜城 6

№ 賞 氏名 氏名よみがな 学校名 学年


