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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 日報大賞 坂原　奏音 さかはら・かのん 岩手女子 2

2 日報大賞 大川　瑞月 おおかわ・みづき 宮古 3

3 日報大賞 千葉　陽世 ちば・はるせ 大船渡 2

4 優秀賞 馬場　悠歌 ばば・はるか 盛岡一 2

5 優秀賞 村上　結音 むらかみ・ゆい 盛岡三 3

6 優秀賞 菊池　彩 きくち・あや 盛岡北 3

7 優秀賞 山火　那月 やまび・なつき 盛岡三 3

8 秀逸賞 菅原　柚珀 すがわら・ゆずは 黒沢尻北 3

9 秀逸賞 小原　穂佳 おばら・ほのか 花巻南 2

10 秀逸賞 川村　野葡 かわむら・とおぶ 花巻北 1

11 秀逸賞 菅崎　心乃 かんざき・ここの 大船渡 2

12 秀逸賞 小笠原　蘭 おがさわら・らん 一戸 3

13 秀逸賞 髙橋　柑奈 たかはし・かんな 黒沢尻北 3

14 秀逸賞 根子　葵 ねこ・あおい 北上翔南 3

15 秀逸賞 木村　実琴 きむら・みこと 黒沢尻北 3

16 秀逸賞 越前　はな乃 えちぜん・はなの 盛岡四 2

17 秀逸賞 田村　京珠 たむら・みやび 盛岡三 3

18 秀逸賞 大津　里佳子 おおつ・りかこ 盛岡二 2

19 秀逸賞 大平　琳 おおだいら・りん 盛岡北 2

20 秀逸賞 藤原　伽名 ふじわら・かな 花巻南 2

21 秀逸賞 小林　優香 こばやし・ゆうか 盛岡一 3

22 入選 岩淵　史穂 いわぶち・しほ 盛岡二 2

23 入選 伊藤　向日葵 いとう・ひまり 盛岡二 3

24 入選 澁田　優歩 しぶた・ゆあ 盛岡二 2

25 入選 関　ひかり せき・ひかり 北上翔南 3

26 入選 佐藤　颯香 さとう・そよか 盛岡三 3

27 入選 田中　小雪 たなか・こゆき 盛岡白百合 3

28 入選 松尾　咲音 まつお・さきね 盛岡北 2

29 入選 長沼　亜依 ながぬま・あい 盛岡三 3

30 入選 帷子　明日香 かたびら・あすか 盛岡白百合 3

31 入選 菅生　凛 すごう・りん 盛岡北 2

32 入選 小笠原　透 おがさわら・ゆき 一戸 3

33 入選 飛塚　美咲 とびつか・みさき 盛岡三 3

34 入選 吉田　倫樹 よしだ・ともき 大船渡 2

35 入選 桐山　くるみ きりやま・くるみ 花巻南 3

36 入選 野﨑　愛香 のざき・あいか 一戸 3

37 入選 佐々木　美桜 ささき・みお 盛岡二 2

38 入選 城内　娃珈 じょうない・あいか 盛岡三 3
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39 入選 宮川　朋香 みやかわ・ともか 盛岡白百合 2

40 入選 野村　美友 のむら・みゆ 盛岡南 3

41 入選 照井　茉奈 てるい・まな 黒沢尻北 2

42 入選 及川　朋美 おいかわ・ともみ 北上翔南 2

43 入選 小田　鈴花 おだ・れいか 一戸 2

44 入選 桃李　百恵 とうり・ももえ 盛岡三 2

45 入選 阿部　優佳 あべ・ゆうか 盛岡白百合 2

46 入選 三橋　梨緒奈 みはし・りおな 盛岡南 2

47 入選 柏崎　紫月 かしわざき・しづき 花巻南 3

48 入選 工藤　美羽 くどう・みう 黒沢尻北 2

49 入選 星　萌美 ほし・めぐみ 北上翔南 3

50 入選 三浦　柚葉 みうら・ゆずは 盛岡三 3

51 入選 瀬川　美羽 せがわ・みう 盛岡白百合 3

52 入選 中村　きょう なかむら・きょう 盛岡二 3

53 入選 中村　しずく なかむら・しずく 盛岡一 3

54 入選 村本　未桜 むらもと・みお 盛岡南 3

55 入選 野里　色 のざと・しき 一戸 3

56 入選 工藤　蒼依 くどう・あおい 盛岡北 2

57 入選 吉田　芽生 よしだ・めい 盛岡北 3

58 入選 小保内　優奈 おぼない・ゆうな 一戸 2

59 入選 竹田　真鈴 たけだ・まりん 盛岡一 3
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