
学校名 学年 氏名 ふりがな 題名 入賞

1 岩手県立盛岡第四高等学校 3 大　沢　尚　詩 おおさわ　ひさし 呉昌碩　臨書 岩手県知事賞 1

2 岩手県立盛岡第三高等学校 3 舘　澤　智　子 たてさわ　さとこ 雁塔聖教序　臨書 岩手県教育長賞 1

3 岩手県立盛岡第二高等学校 3 甲斐谷　彩　夏 かいたに　あやか 一条摂政集　臨書 書道協会長賞 1

4 岩手県立盛岡商業高等学校 2 面　来　穂　伽 めんらい　ほのか 傅山　臨書 書道協会長賞 2

5 盛岡市立高等学校 3 柳　舘　　　萌 やなぎだて　もえ 王鐸　臨書 書道協会長賞 3

6 岩手県立花巻北高等学校 3 小田島　芽衣子 こだしま　めいこ アルベール・サマン詩 書道協会長賞 4

7 岩手県立北上翔南高等学校 3 村　舘　七　海 むらだて　ななみ 針切　臨書 書道協会長賞 5

8 岩手県立千厩高等学校 2 菅　原　万　奈 すがわら　まな 曹全碑　臨書 書道協会長賞 6

9 岩手県立福岡高等学校 3 奥　　　塔　子 おく　とうこ 王鐸　臨書 書道協会長賞 7

10 岩手県立盛岡第一高等学校 2 馬　場　桃　香 ばば　ももか 曹全碑　臨書 奨励賞 1

11 岩手県立盛岡第一高等学校 2 田　村　　　水 たむら　みな 乙瑛碑　臨書 奨励賞 2

12 岩手県立盛岡第二高等学校 3 大　宮　青　空 おおみや　そら 中務集　臨書 奨励賞 3

13 岩手県立盛岡第二高等学校 2 川　上　茅　帆 かわかみ　ちは 建中告身帖　臨書 奨励賞 4

14 岩手県立盛岡第三高等学校 2 中　島　颯　花 なかじま　ふうか 史晨碑　臨書 奨励賞 5

15 岩手県立盛岡第三高等学校 3 北　方　美　緒 きたかた　みお 蘭亭叙　臨書 奨励賞 6

16 岩手県立盛岡第三高等学校 3 欠　端　友　唯 かけはた　ゆい 集字聖教序　臨書 奨励賞 7

17 岩手県立盛岡第四高等学校 3 村　上　奈　緒 むらかみ　なお 傅山　臨書 奨励賞 8

18 岩手県立盛岡第四高等学校 3 大　崎　美　羽 おおさき　みう 石川啄木の詩 奨励賞 9

19 岩手県立盛岡第四高等学校 3 吉　岡　百　恵 よしおか　ももえ 若山牧水の詩 奨励賞 10

20 岩手県立盛岡第四高等学校 3 福　田　和　楓 ふくだ　のどか 呉昌碩　臨書 奨励賞 11

21 岩手県立盛岡第四高等学校 1 飯　村　陽　由 いいむら　ひより 王鐸　臨書 奨励賞 12

22 岩手県立盛岡北高等学校 3 岩　上　鈴　佳 いわかみ　りんか 中務集　臨書 奨励賞 13

23 岩手県立盛岡北高等学校 2 村　木　明日香 むらき　あすか 墓誌銘　臨書 奨励賞 14

24 岩手県立不来方高等学校 3 北　舘　雪　音 きただて　ゆきね 胡澍　篆書文語四屏 臨書 奨励賞 15

25 岩手県立盛岡商業高等学校 3 浅　沼　咲　彩 あさぬま　さや 王鐸　臨書 奨励賞 16

26 岩手県立盛岡商業高等学校 3 鈴　木　さくら すずき　さくら 王鐸　臨書 奨励賞 17

27 岩手県立盛岡商業高等学校 3 小　林　　　楓 こばやし　かえで 王鐸　臨書 奨励賞 18

28 盛岡市立高等学校 2 女　鹿　優　希 めが　ゆうき 王鐸　臨書 奨励賞 19

29 盛岡白百合学園高等学校 2 森　　　香　春 もり　こはる 王鐸　臨書 奨励賞 20

30 盛岡白百合学園高等学校 3 千　葉　ふわり ちば　ふわり 李柏尺牘稿　臨書 奨励賞 21

31 岩手県立花巻南高等学校 2 菅　原　里　奈 すがわら　りな 月下の一群より 奨励賞 22

32 岩手県立黒沢尻北高等学校 3 扇　柳　海　来 おうぎやなぎ　みく 王鐸　臨書 奨励賞 23

33 岩手県立北上翔南高等学校 1 田　鎖　愛　菜 たくさり　まな 始平公造像記　臨書 奨励賞 24

34 岩手県立水沢高等学校 3 浦　川　響　佳 うらかわ　きよか 汪洋廣の詩 奨励賞 25

35 岩手県立一関第一高等学校 3 渡　邊　七　瀬 わたなべ　ななせ 鄧石如　臨書 奨励賞 26

36 岩手県立一関第二高等学校 2 千　葉　明日香 ちば　あすか 呉昌碩　臨書 奨励賞 27

37 岩手県立千厩高等学校 3 菅　原　麻由子 すがわら　まゆこ 王鐸　臨書 奨励賞 28

38 岩手県立高田高等学校 3 大和田　真　子 おおわだ　まこ 楊大眼造像記　臨書 奨励賞 29

39 岩手県立高田高等学校 3 大久保　　　楓 おおくぼ　かえで 行書千字文　臨書 奨励賞 30

40 岩手県立高田高等学校 3 小　友　未菜美 おとも　みなみ 皇甫誕碑　臨書 奨励賞 31

41 岩手県立高田高等学校 3 森　　　菜　月 もり　なつき 九成宮醴泉銘　臨書 奨励賞 32

42 岩手県立大船渡東高等学校 2 富　樫　芽　衣 とがし　めい 大伴書持の歌 奨励賞 33

43 岩手県立宮古高等学校 3 播　摩　ゆ　い はりま　ゆい 香紙切　臨書 奨励賞 34

44 岩手県立宮古商業高等学校 3 阿　部　愛　彩 あべ　ありさ 乙瑛碑　臨書 奨励賞 35

45 岩手県立久慈東高等学校 3 川　端　　　雅 かわばた　みやび 争坐位稿　臨書 奨励賞 36

46 岩手県立軽米高等学校 3 山　根　未　鈴 やまね　みすず 王鐸　臨書 奨励賞 37

47 岩手県立福岡高等学校 2 大　西　夏　未 おおにし　なつみ 王鐸　臨書 奨励賞 38

48 岩手県立福岡高等学校 2 古　舘　こなみ ふるだて　こなみ 礼器碑　臨書 奨励賞 39

49 岩手県立福岡高等学校 3 上　田　澪　奈 うえだ　れな 石川啄木の詩 奨励賞 40

50 岩手県立福岡高等学校 3 佐　藤　さくら さとう　さくら 沢藤紫星の句 奨励賞 41

51 岩手県立一戸高等学校 3 藤　村　歩　生 ふじむら　あい 木簡　臨書 奨励賞 42
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