第２部（大字書）
特
内山弥奈子（滋
工藤 文園（函
笹嶋 健人（札
宮村 桃子（札

賀）
館）
幌）
幌）＊

梅津
小西
杉原

康寿（旭
北翔（東
祥太（旭

秀
東 穂乃香（旭 川）＊
射場 寛泉（札 幌）
植田貴美江（札 幌）
大畠那々実（釧 路）
川人
進（滝 川）
北山 和佳（札 幌）＊
斉藤 籟香（旭 川）
下田 章平（神奈川）
千葉 景楓（室 蘭）
中澤 隆太（旭 川）＊
半澤 美咲（旭 川）＊
藤門 里香（札 幌）＊
村上 悠々（札 幌）

安達
井村
裏野
岡
北川
久保
坂田
関谷
富田
中島
廣瀨
増田
安川

川）
京）
川）＊

大橋 夏海（旭 川）＊
酒井 李果（旭 川）＊
藤原 悠里（旭 川）

作

和希（東神楽）＊
航（松 前）
北峰（旭 川）
弘洋（帯 広）
武子（旭 川）
華光（札 幌）
静川（深 川）
穂風（函 館）
英子（帯 広）
歩美（南富良野）＊
玉穂（江 別）
恵舟（函 館）
侑良（上富良野）＊

入
相澤 孤翠（茨 城）
阿部 雅扇（札 幌）
飯田 黄星（札 幌）
石川 観城（札 幌）
伊藤
梓（沼 田）＊
岩﨑 千友（根 室）
大友 美月（旭 川）＊
小澤
颯（芦 別）＊
恩田 仙恵（滝 川）
金盛 静庭（旭 川）
北出 桃菜（札 幌）＊
久志 卓世（旭 川）
工藤保の花（札 幌）＊
熊谷 桜花（札 幌）＊
桜田 悠哉（上富良野）＊
芝垣 博之（札 幌）
鈴木 弥生（旭 川）
外崎 依楓（富良野）＊
髙橋 直子（札 幌）
武田 のの（南富良野）＊
玉置 葵仙（滝 川）
土田 柚月（日 高）＊
中野 彌生（旭 川）
中山 七海（札 幌）＊
新田 朱望（美 瑛）＊
長谷川煌蕾（旭 川）

選

阿部 岳流（札 幌）
岩崎
心（美 瑛）＊
大友 美海（旭 川）＊
小野紗耶加（石 狩）＊
北村 康瑛（中富良野）＊
黒﨑 由楓（富良野）＊
佐藤 蓮花（札 幌）
竹原 牧子（旭 川）
仲澤 蒼舟（登 別）＊
濱田 怜那（江 別）＊
福澤
護（旭 川）＊
宮﨑万由有（愛 別）
吉永 和香（札 幌）＊

選

赤間 果牧（室 蘭）
阿部
望（札 幌）
石垣 朱理（札 幌）＊
石原
灯（美 瑛）＊
伊藤 翔也（恵 庭）＊
遠藤
蓮（札 幌）＊
沖田 静泉（札 幌）
小野 時命（中富良野）＊
恩田 優華（札 幌）
川井 露舟（室 蘭）
北村 奈々（上富良野）＊
沓村 妃夏（鷹 栖）＊
工藤真由美（旭 川）＊
栗山るみ子（旭 川）
笹川 秀華（広 尾）
清水 蛍吟（室 蘭）
鈴木 海龍（室 蘭）
高田 豊泉（札 幌）
髙原 美季（旭 川）
田中 柏洸（函 館）
丹野 洋子（旭 川）
十川 祥花（旭 川）
中村 珠苑（札 幌）
中山 優翔（富良野）＊
沼舘 繇邦（旭 川）
長谷川翔波（札 幌）

明田川由泉（札 幌）
安齋 峰光（旭 川）
石上 結愛（苫小牧）＊
出井 隆介（新 冠）＊
伊藤 友香（旭 川）＊
大髙 桜子（旭 川）＊
小椋千寿子（江 別）
折田 峰夏（東 川）＊
勝家 志織（旭 川）＊
菅野 朝子（旭 川）
草野 珠光（札 幌）
工藤 太啓（札 幌）
熊谷 景風（砂 川）
齋藤 青邦（士 別）
佐々木晴翠（札 幌）
菅原 亮子（石 狩）
須藤 奏翠（伊 達）
髙橋 瑛泉（函 館）
田口理佳子（旭 川）＊
多羽田朱理（上富良野）＊
辻井
樹（札 幌）
土佐 玲子（札 幌）
中谷 暁光（江 別）
成田 煌月（栗 山）
芳賀 紀子（北 見）
長谷川澄琴（室 蘭）

畑田
福本
保原
宮脇
森本
山﨑
湯野
和田

崇生（江 別）
虚竹（札 幌）
旦舟（札 幌）
邦代（滝 川）
圭祐（中富良野）＊
湧登（上富良野）＊
鳥美（旭 川）
英峰（千 歳）

疋田 瑞栄（江 差）
藤田 華仙（札 幌）
三浦梨々花（東神楽）＊
茂木 勇人（千 歳）
森山 雲遊（旭 川）
山田 小倖（北広島）
吉野谷紫風（函 館）
渡邊 智帆（札 幌）＊

福石
遥（中富良野）＊
藤原 渓華（旭 川）
宮本眞理子（旭 川）
森
香翠（室 蘭）
山口 千春（釧 路）
山谷 依愛（旭 川）＊
米田
準（札 幌）
渡邊 充咲（札 幌）＊
＊は23歳以下の入賞、入選者

