
第４部（近代詩文）

特　選

秋山　朱実（札　幌）	 東　　美咲（幕　別）＊	 石原　伸弥（幕　別）	

井上　禮月（札　幌）	 小川　青空（札　幌）＊	 小川八重子（北広島）	

工藤　小栗（興　部）	 小林　麗泉（函　館）	 坂本　彩虹（函　館）	

坂本　笙山（函　館）＊	 佐竹　玄麒（函　館）＊	 杉之原萌衣（函　館）＊	

髙橋　華径（函　館）	 髙橋　弘子（恵　庭）	 辻村　嶺水（札　幌）	

福士　葉風（函　館）	 福田　真弓（札　幌）	 松原　柊花（札　幌）	

三好　星鈴（函　館）＊

秀　作

池田　瑞穂（函　館）＊	 石川　洋介（帯　広）	 伊藤　宏介（美　唄）	

上田　翠溪（北　斗）	 上野　一峰（北　見）	 浮田　裕美（旭　川）	

蛯谷佳代子（北広島）	 大原　聡美（旭　川）	 小川　珪泉（美　唄）	

加藤　恵津（札　幌）	 樺澤　阿子（札　幌）	 木下　文廣（函　館）	

工藤　孝司（北広島）	 黒澤由梨乃（札　幌）＊	 後藤　煒心（札　幌）	

作田　敬風（札　幌）	 佐久間　唯（札　幌）	 佐藤　寿邦（札　幌）	

宍戸　　聖（札　幌）＊	 柴田　佳奈（札　幌）＊	 渋谷　琴川（札　幌）	

島田　銷花（函　館）	 清水　春花（札　幌）	 曽我　北彩（札　幌）	

高木　翠苑（札　幌）	 高橋　玲子（岩見沢）	 辰巳小夜子（札　幌）	

田中　亜樹（札　幌）	 出村　陽光（札　幌）	 徳谷　爽耀（函　館）	

土佐　玲子（札　幌）	 豊嶋　康太（札　幌）＊	 豊岡　芳節（函　館）	

永坂　千櫻（函　館）	 永田　彩実（札　幌）＊	 永沼　彩翆（函　館）	

中鉢　恵子（札　幌）	 二峰　亜紀（北広島）	 野沢　陽子（札　幌）	

濱波　裕介（白　老）	 原口　春嶺（札　幌）	 平田　純子（松　前）	

船水　倖太（札　幌）＊	 古川　太久（松　前）	 松田　捷宣（札　幌）	

三上　啓子（札　幌）	 水野　芳星（函　館）	 南　　克明（旭　川）＊	

源　　小慶（札　幌）	 宮上　佳子（札　幌）＊	 村松　梨芳（札　幌）	

森　　麗子（松　前）	 森本　詩乃（札　幌）＊	 山口　彩夏（函　館）＊	

田　　卓（札　幌）	 渡辺みな子（江　別）	 渡部　怜奈（札　幌）＊

入　選

青木　千鶴（上富良野）＊	 赤間　美夏（札　幌）	 赤間　優子（札　幌）	

秋山　　馨（北　見）	 浅野　仁柾（鷹　栖）＊	 浅見　蕙川（札　幌）	

有塚由美子（札　幌）	 飯田　玉鼓（北　斗）	 飯田美和子（浦　河）	

五十嵐哲夫（江　別）	 五十嵐優衣（札　幌）＊	 五十嵐梨紗（札　幌）＊	

池田　涼風（砂　川）	 石井　美雪（旭　川）	 石川　幹也（江　別）＊	

石塚　咲德（函　館）	 石丸　桃子（室　蘭）＊	 一條　春華（札　幌）	

伊藤紀代美（旭　川）	 伊東　岬芳（札　幌）	 伊藤　小蓮（芽　室）	

伊藤　聴光（旭　川）＊	 伊藤　弥生（北　見）	 糸谷　優子（松　前）	

入船心太朗（旭　川）	 岩崎　　心（美　瑛）＊	 上田　明美（札　幌）	

上村　玄樹（札　幌）＊	 上山　玉翠（函　館）	 打矢　靜冬（釧　路）	

梅津　康寿（旭　川）＊	 漆山　佳奈（札　幌）＊	 榎本　薫風（石　狩）	

榎本　能巨（札　幌）	 大澤　小綾（旭　川）	 大澤　祐美（浦　河）	

大島　弘堂（石　狩）	 大畠那々実（札　幌）＊	 大平　蒼山（旭　川）	

岡　　弘洋（帯　広）	 岡川　秋穂（札　幌）	 岡村　紫於（札　幌）	

岡村真紗子（札　幌）＊	 岡本　天進（清　水）	 小川　紫洋（旭　川）	

奥田　大鶴（釧　路）	 奥野　史葉（石　狩）	 小野　亜斗（札　幌）＊	

小幡　樹香（江　別）	 小比賀秋水（札　幌）	 折目　帆香（札　幌）	



柿崎　和泉（札　幌）＊	 掛場　正秋（旭　川）	 架間　翠煙（函　館）	

勝田　　匠（札　幌）＊	 加藤明日花（旭　川）＊	 加藤　紫苑（函　館）	

加藤　　舞（旭　川）＊	 加藤　正子（札　幌）	 加藤　揺華（札　幌）	

金森　教英（札　幌）	 金子　碧空（七　飯）	 樺澤　奈々（札　幌）	

鎌田　裕子（札　幌）	 亀山　琴未（旭　川）＊	 萱津　幸子（札　幌）	

河村　佳子（余　市）	 菊地　　湾（岩見沢）＊	 岸　　翠苑（旭　川）	

岸田　櫻霞（函　館）	 北村　彩智（中富良野）＊	 木下日菜子（札　幌）＊	

木村　多鳳（函　館）	 木村　陽子（函　館）	 草野奈央子（江　別）	

工藤　訓子（札　幌）	 熊谷伊万里（東神楽）＊	 熊谷　帆夏（旭　川）＊	

倉石美代江（札　幌）	 栗田　頌久（南　幌）＊	 黒澤　玲香（札　幌）＊	

黒田　久照（札　幌）	 小菅　秀翠（札　幌）	 後藤　摩琳（七　飯）	

小西　綾香（旭　川）＊	 小西　まな（旭　川）＊	 小林　廣司（札　幌）	

駒澤　寛餘（札　幌）	 小松　晃玄（札　幌）	 小山　青霞（函　館）	

小山　千香（札　幌）	 小山　美苑（北広島）	 近藤　裕子（札　幌）	

斉藤　智秋（和　寒）	 齋藤　邦賢（北　見）	 酒井　玄象（旭　川）	

相模　紗季（札　幌）＊	 坂本　江理（札　幌）＊	 坂本　華雪（札　幌）	

坂本智恵子（札　幌）	 笹木　聖菜（上富良野）＊	 佐﨑　翠玄（東　川）	

佐藤多佳子（札　幌）	 佐藤　経子（札　幌）	 佐藤　修子（札　幌）	

佐藤　真希（旭　川）＊	 佐藤　摩保（夕　張）＊	 三部　綏杞（岩見沢）	

柴田　亜美（札　幌）＊	 柴田　鳴海（南富良野）＊	 島根　典子（札　幌）	

清水　貴彦（松　前）	 下田　章平（茨　城）	 主藤　恵水（旭　川）	

白鳥　雅人（富良野）	 新保　麗水（札　幌）	 菅井　桜良（中富良野）＊	

須川　陵晨（室　蘭）	 鈴木　彩音（今　金）	 鈴木　恵岳（恵　庭）	

鈴木まり子（札　幌）	 壽原　智美（札　幌）	 関　　陽菜（札　幌）＊	

関原　勝子（石　狩）	 芹田　艶子（札　幌）	 大門　孝治（津　別）	

髙木　栞奈（石　狩）＊	 髙島　雅子（札　幌）	 髙島真理恵（江　別）	

髙田咲記子（札　幌）	 高橋　美香（旭　川）	 髙橋　　唯（旭　川）＊	

竹中　双葉（上士幌）	 竹道　妙子（札　幌）	 舘洞　怜那（上富良野）＊	

田中　辰樹（札　幌）＊	 田中　緑苑（札　幌）	 谷　安香里（上富良野）＊	

谷川　桃苑（函　館）	 谷藤　梨乃（旭　川）＊	 旅田有由花（札　幌）＊	

玉木　美里（岩見沢）＊	 檀上　絹子（札　幌）	 近岡　大輝（札　幌）＊	

塚田　純子（江　別）	 東條めぐみ（江　別）	 土佐　一彌（札　幌）	

富居　希美（旭　川）＊	 豊田　未央（上富良野）	 鳥井　仁美（函　館）	

中久保和恵（釧　路）	 長田さくら（鷹　栖）＊	 中野　葉月（愛　別）＊	

仲谷　春風（旭　川）	 鍋谷　幽径（伊　達）	 西　　朋子（旭　川）	

西方美奈子（旭　川）	 西川　　黎（札　幌）＊	 西嶋真由美（旭　川）	

西野　妙胡（札　幌）	 西村　螢風（旭　川）	 野際　江柳（江　別）	

野崎　聖海（岩見沢）	 野呂美代子（札　幌）	 羽賀　啓子（札　幌）	

橋本　唯花（札　幌）	 馬場　千聖（富良野）＊	 浜部久美子（札　幌）	

林　　千鶴（根　室）	 原　　萌果（札　幌）＊	 原子　黄兆（東神楽）	

日暮　豊翠（苫　前）	 平尾　嶺鴻（札　幌）	 平木　まゆ（奥　尻）＊	

廣瀨　美代（七　飯）	 福田可南子（札　幌）	 藤原　悠里（旭　川）＊	

舟橋　天寶（旭　川）	 保坂　慧静（北　斗）	 細田　尚吾（岩見沢）＊	

細谷　海羽（旭　川）	 前田　游夏（登　別）	 増田　愛子（札　幌）	

增田　幸蓮（札　幌）	 松井可奈子（札　幌）	 松浦　真亨（松　前）	

松岡　生純（札　幌）＊	 松永　里沙（旭　川）＊	 松橋　珠蕾（札　幌）	

松原　心燁（札　幌）	 松本　彩絵（札　幌）＊	 黛　　和美（北　見）	

三浦　一孝（札　幌）	 三上　弘子（天　塩）	 水野　恵鳳（札　幌）	

水野　奈月（札　幌）＊	 湊　　史恵（札　幌）	 南田　一枝（札　幌）	

宮﨑万由有（旭　川）＊	 迎　　了扇（釧　路）	 村井　草汀（札　幌）	

村上　弘江（旭　川）	 村上　悠々（富良野）＊	 村田　智子（旭　川）	



村谷　遥香（旭　川）＊	 森　　晃月（札　幌）	 森居　渓佳（札　幌）	

森﨑　笑子（岩見沢）＊	 八木　爽心（函　館）	 藪本　碧海（鶴　居）	

山形　美絵（釧　路）	 山川　覚邦（帯　広）	 山口　千春（札　幌）＊	

山口　美洲（札　幌）	 山﨑　正子（札　幌）	 山﨑　一聲（札　幌）	

山平　有希（札　幌）	 好川　恭子（札　幌）	 吉田　遊雲（砂　川）	

米田　　準（札　幌）	 若佐美恵子（函　館）	 渡辺　晃心（札　幌）

＊は23歳以下の入賞、入選者


