第２部（漢字少字数）
特
池田七夕梨（旭
打矢 靜冬（釧
細川はるか（旭

川）＊
路）
川）

石神 美咲（中富良野）＊
大平 蒼山（旭 川）
宮﨑万由有（旭 川）＊

秀
青木 千鶴（上富良野）＊
井村
航（旭 川）＊
内山弥奈子（札 幌）
加藤はるか（旭 川）＊
佐藤 優芽（札 幌）＊
鈴木 美紗（旭 川）
田辺 鶴秋（旭 川）
畑田 崇生（江 別）
山田 小倖（北広島）
渡邊 智帆（札 幌）＊

阿部
岩崎
太田
酒井
佐野
髙橋
富田
矢萩
山野

入船心太朗（旭
星野 壮風（札
田
卓（札

川）
幌）
幌）

作

岳流（札 幌）
心（美 瑛）＊
若菜（富良野）＊
玄象（旭 川）
騰舟（札 幌）
唯（旭 川）＊
英子（帯 広）
華陽（札 幌）
淘花（旭 川）

入
相澤 孤翠（茨 城）
阿部
望（札 幌）
飯田 黄星（札 幌）
石後岡 藍（札 幌）
大友 美月（旭 川）＊
奥山祐太朗（中富良野）＊
金盛 静庭（旭 川）
川上真里奈（旭 川）＊
岸
翠苑（旭 川）
木村 大英（札 幌）
工藤 文園（函 館）
小島 翠蓮（室 蘭）
坂田 麻美（新ひだか）
笹川 秀華（広 尾）
篠村 汀雪（江 差）
主藤 恵水（旭 川）
須郷 白雪（札 幌）
高田 豊泉（札 幌）
高橋 柏邨（根 室）
瀧本 莉央（沼 田）＊
丹羽 裕峰（室 蘭）
土佐 一彌（札 幌）
中村 珠苑（札 幌）
西嶋真由美（旭 川）
服部 恵風（旭 川）
半澤 和樹（和 寒）＊
廣瀨 玉穂（江 別）
福本 虚竹（札 幌）
星
剛峰（室 蘭）
保原 旦舟（札 幌）

選

伊藤 寒岳（留 萌）
内田 北苑（札 幌）
片岡 勇也（幕 別）＊
佐藤 千昭（函 館）
柴田 鳴海（南富良野）＊
舘洞 怜那（上富良野）＊
中川 眞枝（北広島）
山口 千春（札 幌）＊
吉野谷紫風（函 館）

選

赤間 果牧（室 蘭）
安齋 峰光（旭 川）
池田 涼風（砂 川）
伊藤 宏介（美 唄）
大橋 一慶（札 幌）
小椋千寿子（江 別）
上井 桂香（札 幌）
河端 真由（旭 川）＊
北川 武子（旭 川）
久志 卓世（旭 川）
熊谷伊万里（東神楽）＊
小清水琢人（旭 川）＊
相模 紗季（札 幌）＊
笹嶋 健人（栗 山）＊
社本
希（旭 川）＊
神野 竜也（札 幌）
髙井 淳沙（札 幌）
髙橋 瑛泉（函 館）
高橋 凜花（旭 川）＊
竹中 岳翠（岩見沢）
津田 翠舟（札 幌）
富盛 豊鮮（室 蘭）
中村 未来（札 幌）＊
西村 螢風（旭 川）
馬場 千聖（富良野）＊
半田 瑤華（標 津）
廣谷 翆舟（北広島）
藤田 紫苑（旭 川）
星川 遥香（石 狩）＊
堀
悦鶴（釧 路）

阿部 薫香（新篠津）
安藤 捺美（石 狩）＊
井澤 美舟（砂 川）
裏野 北峰（旭 川）
大町 芳藍（札 幌）
加藤 涼子（札 幌）＊
川井 露舟（室 蘭）
菅野 朝子（旭 川）
北田 翠柳（函 館）
工藤 太啓（札 幌）
栗山るみ子（旭 川）
小西 華代（妹背牛）＊
櫻田 レナ（北広島）＊
品田 広華（音 更）
宿南 青穂（千 歳）
菅原 春草（旭 川）
髙田咲記子（札 幌）
髙橋 直子（札 幌）
瀧本 茉以（沼 田）＊
丹野 洋子（旭 川）
出村 陽光（札 幌）
中野 彌生（旭 川）
中谷 暁光（江 別）
西村 怜弓（妹背牛）＊
晴山 紫光（旭 川）
疋田 瑞栄（旭 川）
深井 彩花（旭 川）＊
藤原 渓華（旭 川）
細木 慎太（恵 庭）
増岡 晶映（室 蘭）

松永
峯岡
村上
山田
湯野
吉田

翆香（伊 達）
麦秋（札 幌）
悠々（富良野）＊
知歩（旭 川）＊
鳥美（旭 川）
恵風（札 幌）

三上
三室
森
山本
横山
吉田

弘子（天
由美（札
香翠（室
啓城（室
泉実（札
遊雲（砂

塩）
幌）
蘭）
蘭）
幌）＊
川）

水野 奈月（札 幌）＊
宮本眞理子（旭 川）
森﨑 笑子（岩見沢）＊
山本 心愛（南富良野）＊
吉岡 雪咲（旭 川）
若澤
舞（石 狩）＊
＊は23歳以下の入賞、入選者

