
▼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 渡辺　菜月 わたなべ・なつき 盛岡・岩手大付 1

2 日報大賞 小野　みらい おの・みらい 岩手・沼宮内 2

3 日報大賞 渡辺　果歩 わたなべ・かほ 盛岡・岩手大付 3

4 優秀賞 堂前　詩乃 どうぜん・しの 盛岡・岩手大付 1

5 優秀賞 福士　結衣 ふくし・ゆい 岩手・沼宮内 1

6 優秀賞 工藤　あかり くどう・あかり 滝沢 1

7 優秀賞 柳谷　咲希 やなぎや・さき 滝沢南 2

8 優秀賞 赤坂　洸理 あかさか・ひろみち 盛岡・岩手大付 2

9 優秀賞 柴垣　琴乃 しばがき・ことの 盛岡・仙北 3

10 優秀賞 横澤　希和 よこさわ・のあ 盛岡・見前 3

11 秀逸賞 佐藤　翔一 さとう・しょういち 盛岡・岩手大付 1

12 秀逸賞 葛巻　玲 くずまき・れい 盛岡・下小路 1

13 秀逸賞 檜山　みのり ひやま・みのり 滝沢 1

14 秀逸賞 府金　陽凛 ふがね・ひより 岩手・沼宮内 1

15 秀逸賞 川向　千穂 かわむかい・ちほ 岩手・沼宮内 1

16 秀逸賞 蛇口　百花 へびぐち・ももか 盛岡・見前 2

17 秀逸賞 畑山　拓斗 はたやま・たくと 盛岡・乙部 2

18 秀逸賞 三浦　愛叶 みうら・あいり 岩手・一方井 2

19 秀逸賞 阿部　うらら あべ・うらら 北上・上野 2

20 秀逸賞 田中　姫菜 たなか・ひな 岩手・一方井 3

21 秀逸賞 山﨑　夏梨 やまざき・かりん 釜石東 3

22 秀逸賞 古舘　歩奈 ふるだて・あゆな 盛岡・岩手大付 3

23 秀逸賞 葛巻　綾 くずまき・りょう 盛岡・下小路 3

24 入選 北澤　杏奈 きたざわ・あんな 盛岡・岩手大付 1

25 入選 高橋　乃愛 たかはし・のあ 盛岡・厨川 1

26 入選 根子　愛梨 ねこ・あいり 花巻・西南 1

27 入選 古川　凪紗 ふるかわ・なぎさ 遠野 1

28 入選 山本　心十葉 やまもと・ことは 岩手・沼宮内 1

29 入選 太田　結仁 おおた・ゆいと 盛岡・城西 1

30 入選 髙宮　創汰 たかみや・そうた 盛岡・岩手大付 1

31 入選 出口　穂佳 でぐち・ほのか 盛岡・北陵 1

32 入選 畠山　莉央 はたけやま・りお 盛岡・北陵 1

33 入選 吉田　さや よしだ・さや 盛岡・上田 1

34 入選 小林　里菜 こばやし・りな 滝沢南 1

35 入選 八幡　まゆみ やはた・まゆみ 盛岡・岩手大付 1

36 入選 五日市　一燈 いつかいち・いっとう 二戸・金田一 1

37 入選 菊池　郷平 きくち・ 陸前高田・高田東 1

38 入選 田澤　佳歩 たざわ・かほ 盛岡・仙北 1

39 入選 出口　実佳 でぐち・みか 盛岡・北陵 1

40 入選 工藤　悠良 ゆどう・ゆら 滝沢 1

41 入選 湯澤　梨名 ゆざわ・りな 盛岡・北陵 1

42 入選 吉田　美智花 よしだ・みちか 盛岡・河南 1

43 入選 大泉　はなの おおいずみ・はなの 盛岡・下小路 1

44 入選 樋口　りか ひぐち・りか 盛岡・下小路 1

45 入選 澤﨑　わかな さわざき・わかな 盛岡・岩手大付 1

46 入選 中野　未悠 なかの・みゆ 陸前高田・高田東 1

47 入選 佐々木　結那 ささき・ゆいな 盛岡・厨川 1

48 入選 三上　結菜 みかみ・ゆな 盛岡・仙北 1

49 入選 高橋　蒼 たかはし・あお 遠野 1

50 入選 近藤　瑠華 こんどう・るか 岩手・沼宮内 1

51 入選 軽部　未華 かるべ・みか 盛岡中央高付 1
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52 入選 堀川　黎生 ほりかわ・りおん 二戸・金田一 1

53 入選 小林　優愛 こばやし・ゆあ 大槌学園 1

54 入選 倉本　和花 くらもと・のどか 大槌学園 1

55 入選 玉井　瞭平 たまい・りょうへい 滝沢二 2

56 入選 羽沢　遥菜 はざわ・はるな 滝沢二 2

57 入選 菊池　遥乃 きくち・はるの 遠野 2

58 入選 伊山　愛華 いやま・あいか 盛岡・仙北 2

59 入選 吉原　楓夏 よしはら・ふうか 盛岡・松園 2

60 入選 臼沢　悠 うすざわ・ゆう 遠野 2

61 入選 村松　澪 むらまつ・れい 盛岡・松園 2

62 入選 佐々木　美羽 ささき・みゆう 花巻・湯本 2

63 入選 堀越　ももか ほりこし・ももか 盛岡・下小路 2

64 入選 瀬川　ちひろ せがわ・ちひろ 盛岡・北陵 2

65 入選 中野　叶絵 なかの・かなえ 洋野・種市 2

66 入選 上田　涼華 うえだ・すずか 二戸・金田一 2

67 入選 直町　莉那 すぐまち・りな 花巻・石鳥谷 2

68 入選 吉田　光 よしだ・ひかる 盛岡・見前 2

69 入選 近藤　優花 こんどう・ゆりか 盛岡中央高付 2

70 入選 野﨑　莉奈 のざき・りな 二戸・金田一 2

71 入選 松坂　麗 まつざか・うらら 陸前高田・高田一 2

72 入選 菊池　楓花 きくち・ふうか 遠野 2

73 入選 荒井　優花 あらい・ゆうか 盛岡・岩手大付 2

74 入選 内坪　梓乃 うちつぼ・しの 盛岡・仙北 2

75 入選 舘野　陽 たての・はる 二戸・金田一 2

76 入選 中山　愛結斗 なかやま・あゆと 滝沢二 2

77 入選 河本　都香紗 かわもと・つかさ 盛岡・北陵 2

78 入選 川原　理瑚 かわはら・りこ 紫波二 2

79 入選 伊藤　このは いとう・このは 紫波二 2

80 入選 大平　華穂 おおだいら・かほ 矢巾 2

81 入選 伊藤　結香 いとう・ゆいか 盛岡・下小路 2

82 入選 髙橋　正之祐 たかはし・まさのすけ 岩手・沼宮内 3

83 入選 細野　ひなの ほその・ひなの 盛岡・河南 3

84 入選 佐々木　和桜 ささき・なお 盛岡・城西 3

85 入選 福士　凛 ふくし・りん 盛岡・北陵 3

86 入選 松原　理桜 まつばら・りお 盛岡・岩手大付 3

87 入選 阿部　ゆうり あべ・ゆうり 一関一高付 3

88 入選 伊藤　一希 いとう・かずき 花巻 3

89 入選 竹花　咲希 たけはな・さき 盛岡・北陵 3

90 入選 佐々木　麻州 ささき・ましゅう 岩手・沼宮内 3

91 入選 安藤　菜々美 あんどう・ななみ 盛岡・北松園 3

92 入選 小島　好葉 こじま・このは 盛岡・渋民 3

93 入選 髙橋　れい たかはし・れい 二戸・金田一 3

94 入選 松田　心優 まつだ・みゆ 二戸・金田一 3

95 入選 橋本　妃奈希 はしもと・ひなの 遠野 3

96 入選 大久保　悠乃 おおくぼ・ゆの 盛岡・岩手大付 3

97 入選 角掛　那緒 つのかけ・なお 滝沢・一本木 3

98 入選 田畑　舞桜 たばた・まお 盛岡・松園 3

99 入選 平松　莉歩 ひらまつ・りほ 盛岡・北陵 3

100 入選 菊池　真由 きくち・まゆ 遠野 3

101 入選 菊池　理央 きくち・りお 遠野 3

102 入選 杉本　結 すぎもと・ゆい 盛岡・北陵 3

103 入選 大坪　樹理亜 おおつぼ・じゅりあ 滝沢南 3

104 入選 奥地　美羽 おくち・みう 盛岡・北陵 3

105 入選 千葉　美也子 ちば・みやこ 盛岡・北陵 3

106 入選 金子　美紅 かねこ・みく 盛岡・大宮 3

107 入選 神山　ひなた かみやま・ひなた 盛岡中央高付 3
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