第４部（詩文書）
特
飯田
金子
工藤
中村
平木
森

玉鼓（北 斗）
奈央（鷹 栖）＊
孝司（北広島）
幸奈（北広島）
翠蕾（福島町）
晃月（札 幌）

石上
樺澤
坂本
橋本
松本
米田

結愛（苫小牧）＊
奈々（札 幌）
笙山（函 館）
歩実（苫小牧）＊
実樹（帯 広）＊
準（札 幌）

秀
浅見 蕙川（札 幌）
池田七夕梨（旭 川）＊
伊藤 京沙（室 蘭）
上田 翠溪（北 斗）
榎本 薫風（石 狩）
大柳
優（江 別）＊
奥野 史葉（石 狩）
加藤 正子（札 幌）
岸
翠苑（旭 川）
北村 康瑛（中富良野）＊
木村 陽子（函 館）
黒田 久照（北 見）
酒井 玄象（旭 川）
下田 章平（神奈川）
外崎 依楓（富良野）＊
棚田 優花（増 毛）
土佐 一彌（札 幌）
永田 彩実（札 幌）
野際 江柳（江 別）
半澤 美咲（旭 川）＊
廣瀨 美代（七 飯）
松原 心燁（札 幌）
森
麗子（松 前）
山科 賢児（札 幌）

幌）＊
幌）
玉）＊
樽）
河）
川）
川）＊
別）
河）
見）
幌）＊
川）
幌）＊

岡村 留奈（函 館）＊
木村 多鳳（函 館）
東條めぐみ（江 別）
濱津 和興（函 館）＊
宮﨑万由有（愛 別）

作

安齋 峰光（旭 川）
石松美乃梨（岩見沢）＊
井村
航（松 前）
上山 玉翠（函 館）
大澤 祐美（浦 河）
小川 紫洋（旭 川）
架間 翠煙（函 館）
金子 碧空（七 飯）
岸田 櫻霞（函 館）
北村 奈々（上富良野）＊
草野奈央子（江 別）
児玉 蒼丘（札 幌）
酒井 李果（旭 川）＊
杉山 芳園（札 幌）
髙橋 華径（函 館）
谷口 遥都（上富良野）＊
土佐 玲子（札 幌）
中野 彌生（旭 川）
花田 鶯飛（函 館）＊
日隅ひなた（函 館）＊
藤門 里香（札 幌）＊
松本 彩音（札 幌）＊
安川 侑良（上富良野）＊

入
相内
昴（札
赤間 美夏（札
浅野 雁舶（埼
阿部 由枝（小
飯田美和子（浦
石井 美雪（旭
伊集院香幸（旭
伊藤 宏介（江
伊東 直人（浦
井上 琵惠（北
上原 春風（札
大塩 良輔（旭
大庭 純寧（札

選

安食 想乃（旭 川）＊
伊藤
梓（沼 田）＊
岩崎
心（美 瑛）＊
浮田 裕美（旭 川）
大塚理央奈（岩見沢）＊
小川八重子（北広島）
加藤 紫苑（函 館）
加福 乃愛（札 幌）＊
北田 翠柳（函 館）
木下日菜子（札 幌）＊
熊谷伊万里（東神楽）＊
小林 麗泉（函 館）
佐々木彩歌（札 幌）
鈴木 清凜（上富良野）＊
田口理佳子（旭 川）＊
坪井 若菜（札 幌）＊
鳥井 仁美（函 館）
中村奈々美（幕 別）＊
原口 春嶺（札 幌）
平田 純子（松 前）
松尾
唯（旭 川）＊
南田 一枝（札 幌）
山口 千春（釧 路）

選

青木 七瀬（新ひだか）＊
秋本 奈緒（札 幌）＊
東
友美（札 幌）
荒井美柚羽（札 幌）＊
五十嵐幸代（江 別）
石丸 陽菜（日 高）＊
板垣 葉子（札 幌）
伊藤 小蓮（芽 室）
伊藤 友香（旭 川）＊
上田 明美（札 幌）
江田
楓（新ひだか）＊
大髙 桜子（旭 川）＊
大橋 夏海（旭 川）＊

赤間 伎舟（札 幌）
秋山
馨（湧 別）
阿部 薫香（新篠津）
荒山 璘星（函 館）
池田 涼風（砂 川）
石山
誠（室 蘭）
伊藤紀代美（旭 川）
伊藤 聴光（稚 内）
稲葉 晴香（札 幌）
上田 彩星（室 蘭）
大江 湖心（函 館）
大友 美海（旭 川）＊
大畠那々実（釧 路）

岡川 秋穂（札 幌）
小野 英稟（新ひだか）＊
尾屋 遥菜（釧 路）＊
梶
朱音（岩見沢）＊
加藤 順子（新十津川）
鎌田 友子（札 幌）
河村 佳子（札 幌）
北川 武子（旭 川）
久志 卓世（旭 川）
國谷 美采（恵 庭）＊
倉石美代江（札 幌）
小玉 結愛（札 幌）＊
後藤 伶茉（旭 川）＊
小林 莉子（北広島）＊
小山 美苑（札 幌）
齋藤 邦賢（北 見）
佐々木晴翠（札 幌）
佐藤 修子（札 幌）
佐藤 怜奈（富良野）＊
島根 典子（札 幌）
白鳥 雅人（富良野）
壽原 智美（札 幌）
大門 孝治（津 別）
武田 のの（南富良野）＊
谷
実優（新 冠）＊
塚田 純子（江 別）
冨山 歩未（札 幌）＊
中川 佳奈（北 見）
中島 歩美（南富良野）＊
西村 螢風（旭 川）
萩原 芳春（函 館）
長谷川煌蕾（旭 川）
福田可南子（札 幌）
藤田 涼音（旭 川）＊
舟橋 天寶（旭 川）
松井可奈子（札 幌）
萬宮きさら（旭 川）＊
水口 恵斗（旭 川）＊
湊
史恵（札 幌）
三原 眞理（網 走）
宮村 桃子（札 幌）＊
村上 桃鈴（愛 別）
村重 花梨（江 別）＊
茂古沼真紀（網 走）
八木 爽心（函 館）
山﨑 一聲（札 幌）
山田 知歩（旭 川）＊
横野 沙英（当 麻）＊
吉本 秀雪（江 別）

岡本 天進（清 水）
小畑 美結（東神楽）＊
折田 佳音（旭 川）＊
梶
尚響（江 別）
加藤ひなの（鷹 栖）＊
鎌田 裕子（札 幌）
菅野 朝子（旭 川）
北川 心優（旭 川）＊
工藤 訓子（札 幌）
熊谷 桜花（札 幌）＊
合田 凜咲（旭 川）＊
後藤
鼓（東 京）＊
小林 勝弘（札 幌）
小松 晃玄（札 幌）
今
登仙（登 別）
坂本 彩虹（函 館）
佐藤映美子（旭 川）
佐藤ひかり（新ひだか）＊
宍戸
聖（札 幌）
社本
希（七 飯）
鈴木 恵岳（恵 庭）
仙波 歩夏（旭 川）＊
髙島真理恵（江 別）
竹中 双葉（上士幌）
千田 琴菜（壮 瞥）＊
辻井
樹（札 幌）
内藤 綾乃（松 前）
中川 初美（札 幌）
鍋谷 幽径（伊 達）
西脇 日菜（東 川）＊
橋本 順陽（江 別）＊
早川絵理花（美 唄）
福田 聖逢（札 幌）
藤原 渓華（旭 川）
保坂 慧静（北 斗）
松橋 珠蕾（札 幌）
三浦梨々花（東神楽）＊
水野衣咲季（新ひだか）＊
源
茂子（札 幌）
宮上 佳子（札 幌）＊
三輪 彩苑（日 高）
村上 巴美（岩見沢）＊
村瀬 弥生（旭 川）
百日 華舟（札 幌）
藪本 碧海（鶴 居）
山﨑 正子（札 幌）
結城 音彩（新ひだか）＊
吉川 朋花（旭 川）＊
脇坂 希実（旭 川）＊

奥山ほのか（愛 別）＊
小比賀秋水（札 幌）
甲斐
恵（札 幌）＊
片桐 真陽（苫小牧）＊
金盛 静庭（旭 川）
川田 恵子（網 走）
北川 愛子（札 幌）
木下和香奈（札 幌）
工藤 彩雲（函 館）
熊谷 帆夏（旭 川）＊
越野 珠星（根 室）
後藤 蘭菜（北広島）＊
小林 廣司（札 幌）
小山 千香（札 幌）
今野 美生（江 別）
坂本智恵子（札 幌）
佐藤 心星（美 瑛）＊
佐藤百々音（鷹 栖）＊
澁谷 芽依（札 幌）＊
上西 麻衣（鷹 栖）＊
鈴木まり子（札 幌）
曽根千香子（札 幌）
武田 明莉（東神楽）＊
辰巳小夜子（札 幌）
千葉 花楓（旭 川）＊
徳谷 爽耀（函 館）
長岡 冴奈（根 室）＊
永坂 千櫻（函 館）
西嶋 黎華（旭 川）
野呂美代子（札 幌）
橋本 唯花（札 幌）
林
千鶴（根 室）
藤川 美咲（新ひだか）＊
藤原 悠里（旭 川）
細川 明美（占 冠）
松本 由子（札 幌）
三上 啓子（札 幌）
水野 芳星（函 館）
源
小慶（札 幌）
宮城 千絵（東神楽）＊
迎
了扇（釧 路）
村上 弘江（旭 川）
村田 涼葉（新ひだか）＊
森井 彩華（札 幌）
山口 美洲（札 幌）
山田 愛花（音 更）＊
湯野 鳥美（旭 川）
吉崎 緑夏（函 館）

＊は23歳以下の入賞、入選者

