
※ 氏名を「ＭＳ明朝」で表示しています。文字によっては正しく表示できない場合がありますのでご了承ください。

■第５８回 新潟県中越教育美術展　受賞者名簿　【特選】

　３歳児 １５名　

石村支歳 三条・宝塔院幼稚園 山口莉央 長岡・明幸幼稚園すまいる保育園 大屋凛央那 長岡・恵和めぐみキッズランド

木村みこと 長岡・中島幼稚園わくわく保育園 山﨑瑠架 長岡・ひごし中央こども園 角山未桜 小千谷・小千谷幼稚園

岸柚花 長岡・長生幼稚園・まんまる 久保澄恋 長岡・恵和こども園 吉原汰一 小千谷・片貝保育園

中尾晴秋 長岡・長生幼稚園・まんまる 中村茉美 長岡・みしま中央こども園 西山洸 小千谷・市立北保育園

前田唯衣 長岡・太陽幼稚園おひさま保育園 三上ひかり 長岡・寺泊保育園 小林美聡 十日町・北越こども園

　４歳児 １５名　

目黒凌徠 長岡・長岡みのり幼稚園 相澤蒼翔 長岡・恵和こども園 杵渕瑚々那 長岡・みどりこども園

稲田耀 長岡・鵬幼稚園 小黒結輝 長岡・寺泊保育園 佐藤朱椛 小千谷・小千谷幼稚園

上村海那 長岡・宮内中央こども園 竹内充希 長岡・寺泊保育園 池田奏音 魚沼・小出保育園

竹内颯汰 長岡・宮内中央こども園 篠原なつ希 長岡・寺泊保育園 桑原癒 魚沼・小出保育園

日下部未侑 長岡・宮内中央こども園 長谷川蓮人 長岡・寺泊保育園 田中凱 魚沼・小出保育園

　５歳児 ２２名　

須藤庵 三条・三条白百合幼稚園 熊倉清高 長岡・ひごし中央こども園 青柳誠也 長岡・恵和めぐみキッズランド

平澤龍希 長岡・長生幼稚園・まんまる 水澤央都 長岡・前川こども園 水島克広 長岡・恵和めぐみキッズランド

荒木奏澄 長岡・長生幼稚園・まんまる 稲川樹 長岡・前川こども園 吉澤陽 小千谷・つくし幼稚園

小林千紘 長岡・太陽幼稚園おひさま保育園 土田澄真 長岡・摂田屋保育園 小林瑞歩 小千谷・つくし幼稚園

亀井蒼生 長岡・太陽幼稚園おひさま保育園 五十嵐詩 長岡・宮内中央こども園 小林百環 小千谷・片貝保育園

中村優壱 長岡・中沢白ゆり幼稚園 小林永悟 長岡・みしま中央こども園 渡辺莉緒 小千谷・すみれ保育園

林和輝 長岡・中沢白ゆり幼稚園 高津光 長岡・寺泊保育園

五井心絆 長岡・中沢白ゆり幼稚園 本田七夕 長岡・寺泊保育園

　小学１年 ９０名　

川瀨美桜 加茂・加茂南小学校 武田大哉 長岡・和島小学校 関颯斗 南魚沼・北辰小学校

巖光稀 加茂・石川小学校 田邉咲斗 長岡・和島小学校 田村稚葉 南魚沼・北辰小学校

上野建結 加茂・石川小学校 山田瑞稀 長岡・大河津小学校 遠山蓮 南魚沼・北辰小学校

長尾明佑香 加茂・石川小学校 藤﨑祐來 長岡・栃尾東小学校 山田乃愛 南魚沼・北辰小学校

伊藤柑奈 三条・旭小学校 田村知悠 小千谷・小千谷小学校 松井崇敬 南魚沼・六日町小学校

岡田あさひ 三条・保内小学校 坂爪花帆 小千谷・小千谷小学校 関晴真 南魚沼・上田小学校

鍋倉一花 三条・保内小学校 星野花 小千谷・吉谷小学校 伊藤柚輝 柏崎・比角小学校

八木瑞樹 燕・小池小学校 石田悠陽 小千谷・千田小学校 平山禎人 柏崎・比角小学校

渡邉慶悟 燕・小中川小学校 新保尊 小千谷・千田小学校 永井柚羽 柏崎・枇杷島小学校

大久保結乃 燕・島上小学校 鈴木るな 小千谷・千田小学校 若林奨磨 柏崎・枇杷島小学校

松﨑佳奏 見附・見附小学校 平澤琉生斗 小千谷・千田小学校 仲井つむぎ 柏崎・剣野小学校

松川萌々子 見附・見附小学校 谷内菜乃佳 小千谷・千田小学校 外山珠羽 柏崎・槇原小学校

帆苅椛 長岡・川崎小学校 山田茅乃 小千谷・南小学校 五十嵐陽大 柏崎・日吉小学校

藤巻弦 長岡・四郎丸小学校 椛澤心平 魚沼・広神東小学校 小越陽葵 柏崎・日吉小学校

安達唯香 長岡・前川小学校 土佐谷けいと 魚沼・小出小学校 毛見空人 柏崎・鯖石小学校

神田孝之助 長岡・前川小学校 髙野栞 魚沼・伊米ケ崎小学校 永井深織 柏崎・鯖石小学校

平沢光 長岡・前川小学校 田澤悠智 魚沼・伊米ケ崎小学校 難波花奈 五泉・村松小学校

小林玲翔 長岡・前川小学校 野口紘孝 魚沼・伊米ケ崎小学校 酒井いきる 五泉・村松小学校

町井晄 長岡・前川小学校 野口雄翔 魚沼・伊米ケ崎小学校 田端康雅 佐渡・河崎小学校

近藤創眞 長岡・上組小学校 山田新 魚沼・伊米ケ崎小学校 伊賀今春 佐渡・両津吉井小学校

平翔太 長岡・上組小学校 山田心乃 魚沼・伊米ケ崎小学校 井川真歩 佐渡・両津吉井小学校

松本千花 長岡・上組小学校 酒井一叶 魚沼・堀之内小学校 梅本蒼生 佐渡・両津吉井小学校

吉田悠汰 長岡・上組小学校 富樫美月 魚沼・堀之内小学校 椎野結翔 阿賀野・笹岡小学校

伊藤凛 長岡・上組小学校 𠮷田美琴 魚沼・宇賀地小学校 近弥樹 胎内・中条小学校

野田勘三郎 長岡・上組小学校 瀧澤鈴 津南・上郷小学校 西奈美歌埜 胎内・築地小学校

丸山菜子 長岡・上組小学校 草津和佳子 津南・芦ケ崎小学校 宮澤妃菜葵 聖籠・亀代小学校

納谷梨紗子 長岡・上川西小学校 服部宏平 南魚沼・薮神小学校 佐藤良香 三条・大崎学園

田中優志 長岡・中之島中央小学校 笠原すみれ 南魚沼・城内小学校 村山理央 新潟・葛塚東小学校

元井碧斗 長岡・脇野町小学校 松原芽生 南魚沼・おおまき小学校 古俣暖向 新潟・上山小学校

横山寿々 長岡・脇野町小学校 小林かのこ 南魚沼・北辰小学校 大関天葵 新潟・和納小学校
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　小学２年 ９１名　

青栁来実 加茂・加茂南小学校 坂口陽菜乃 長岡・中之島中央小学校 貝瀬善 南魚沼・上田小学校

渡邉理子 加茂・石川小学校 南雲蓮翔 小千谷・千田小学校 小川真由 柏崎・剣野小学校

堀江紗帆 三条・旭小学校 金澤咲希 小千谷・千田小学校 萩野統偉 柏崎・槇原小学校

赤坂慧悟 三条・保内小学校 國松真子 小千谷・千田小学校 板垣璃憂 村上・神納小学校

橋本怜佳 三条・保内小学校 諏訪健人 小千谷・千田小学校 忠夏帆 村上・神納小学校

長谷川丈 三条・長沢小学校 福原ひなた 小千谷・千田小学校 美濃永人 村上・神納小学校

嘉代守々成 三条・森町小学校 森山結衣 小千谷・千田小学校 石井碧莉 佐渡・行谷小学校

五十嵐朝蘭 三条・飯田小学校 渡辺翔大 小千谷・千田小学校 池野鈴 佐渡・畑野小学校

金子沙菜 燕・燕東小学校 堀井叶愛 小千谷・片貝小学校 佐藤睦輝 佐渡・畑野小学校

蓮沼佑來 燕・分水小学校 目黒喜市 魚沼・広神東小学校 須貝葵 胎内・中条小学校

春日心花 見附・見附小学校 猪又あかり 魚沼・湯之谷小学校 鈴木義和 胎内・中条小学校

井上愛理 見附・名木野小学校 須佐柚希 魚沼・湯之谷小学校 齋藤生 胎内・築地小学校

野村美珠々 田上・羽生田小学校 関駿介 魚沼・湯之谷小学校 丹田美那 胎内・黒川小学校

清野陽香 長岡・中島小学校 髙橋芭胡 魚沼・湯之谷小学校 谷内田陸登 新潟・早通南小学校

渡辺芽依 長岡・新町小学校 榎本弓葉 魚沼・湯之谷小学校 大蔵綾 新潟・万代長嶺小学校

中川葵陽 長岡・栖吉小学校 古田島遥馬 魚沼・堀之内小学校 丘山幹太 新潟・万代長嶺小学校

尾身想真 長岡・栖吉小学校 皆川絢斗 魚沼・堀之内小学校 小山清華 新潟・山潟小学校

坂詰涼 長岡・前川小学校 渡邉佳奈 魚沼・宇賀地小学校 佐藤里帆 新潟・山潟小学校

林由依 長岡・前川小学校 橋本櫂聖 十日町・中条小学校 富樫六花 新潟・山潟小学校

風間蒼太 長岡・前川小学校 村山阿士馬 十日町・中条小学校 富田創太 新潟・山潟小学校

漆原咲奈 長岡・宮内小学校 大熊香桜 十日町・中条小学校 豊岡琉大 新潟・山潟小学校

齊藤柚依花 長岡・宮内小学校 小宮山楓 十日町・中条小学校 吉田菫 新潟・山潟小学校

古田島樹 長岡・上組小学校 中林こと 十日町・中条小学校 有海克 新潟・有明台小学校

齊藤莉愛 長岡・上組小学校 西山晴彦 十日町・中条小学校 監物万奈 新潟・黒埼南小学校

後藤史弥 長岡・大島小学校 村山和羽 十日町・下条小学校 吉川月桜 新潟・黒埼南小学校

土田光紗 長岡・大島小学校 鈴木智仁 十日町・松之山小学校 若林蒼也 新潟・黒埼南小学校

岩渕蒼大 長岡・才津小学校 渡邊禾野 津南・津南小学校 五十嵐小春 新潟・漆山小学校

砂山柊人 長岡・才津小学校 渡邊未埜 津南・津南小学校 齋藤巧一 新潟・漆山小学校

小野塚美凛空 長岡・深沢小学校 加藤旭 南魚沼・城内小学校 齋藤巧一 新潟・漆山小学校

桑原真由夏 長岡・豊田小学校 髙村奏和 南魚沼・六日町小学校

野添雄生 長岡・豊田小学校 藤巻月 南魚沼・六日町小学校

　小学３年 ８８名

木宮歩 三条・一ノ木戸小学校 横山奨 長岡・上組小学校 丸山智朝 十日町・橘小学校

竹田一叶 三条・一ノ木戸小学校 恩田侑晋 長岡・上組小学校 吉井実希 十日町・橘小学校

鈴木莉音 三条・嵐南小学校 反町恭太朗 長岡・上組小学校 桑原龍禅 津南・津南小学校

橘尚輝 三条・長沢小学校 丸山藍介 長岡・上組小学校 矢萩湧斗 津南・津南小学校

栗山日奈子 燕・小池小学校 瀧澤李仁 長岡・十日町小学校 高野愛彩 南魚沼・三用小学校

結城岳 見附・田井小学校 井上奈緒 長岡・豊田小学校 熊倉琥珀 南魚沼・赤石小学校

佐藤翔 見附・上北谷小学校 小幡泉結 長岡・豊田小学校 小林心華 南魚沼・城内小学校

小方菜南子 長岡・川崎小学校 金澤楽 長岡・豊田小学校 村山侑愛 南魚沼・北辰小学校

田井音葉 長岡・川崎小学校 穴澤凛子 長岡・豊田小学校 桒原蒼生 南魚沼・六日町小学校

星野蒼彩 長岡・川崎小学校 大川詩乃 長岡・豊田小学校 巧木篤人 南魚沼・六日町小学校

西山葵葉 長岡・川崎小学校 関口詩乃 長岡・豊田小学校 村上慎汰 南魚沼・六日町小学校

羽鳥みなみ 長岡・川崎小学校 土倉理愛 長岡・中之島中央小学校 岸蒼希 南魚沼・上田小学校

小出藍渚 長岡・四郎丸小学校 中島碧海 長岡・中之島中央小学校 上村莉央 南魚沼・石打小学校

佐々木萌衣 長岡・富曽亀小学校 内藤慶冴 長岡・与板小学校 中澤環 南魚沼・石打小学校

進藤葵 長岡・富曽亀小学校 北村波音 小千谷・東小千谷小学校 廣瀨光志朗 南魚沼・石打小学校

野村來未 長岡・富曽亀小学校 大塚芯平 小千谷・片貝小学校 細貝新 南魚沼・石打小学校

三浦陸翔 長岡・富曽亀小学校 佐藤優馬 魚沼・広神西小学校 矢代陽 柏崎・高柳小学校

小森恵菜 長岡・富曽亀小学校 坂西優李 魚沼・小出小学校 塚野快澄 五泉・五泉小学校

水橋葵 長岡・富曽亀小学校 岡元月斗 魚沼・宇賀地小学校 源田敬 佐渡・両津吉井小学校

渋木颯 長岡・黒条小学校 平澤杏 魚沼・宇賀地小学校 小池真斗 佐渡・河原田小学校

殖栗穂乃花 長岡・浦瀬小学校 金澤真梨 十日町・中条小学校 古林葵 佐渡・河原田小学校

五十嵐叶汰 長岡・柿小学校 須藤日咲 十日町・中条小学校 鶴間陽那乃 佐渡・新穂小学校

齋藤南奈 長岡・前川小学校 波形杏樹 十日町・中条小学校 金子隆皇 佐渡・真野小学校

瀬下恵名 長岡・前川小学校 松澤咲來 十日町・川治小学校 外内琉生 佐渡・赤泊小学校

石田雄一郎 長岡・宮内小学校 髙橋詩 十日町・水沢小学校 雪蒼依 阿賀野・分田小学校
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名達桃彩 長岡・宮内小学校 飯塚新太 十日町・西小学校 小宮山夏帆 新潟・葛塚東小学校

横山美優 長岡・宮内小学校 野澤ミヤコ 十日町・西小学校 吉田紬希 新潟・山潟小学校

今井翼 長岡・上組小学校 久保田千文 十日町・西小学校 山口優笑 新潟・大野小学校

加藤ちなみ 長岡・上組小学校 前田創 十日町・西小学校

森島新 長岡・上組小学校 星名真登 十日町・千手小学校

　小学４年 ８４名　

渡邉万恵理 加茂・須田小学校 赤坂知駿 長岡・上組小学校 栁澤美月 津南・津南小学校

川嶋奏羽 三条・月岡小学校 茨木彦雄 長岡・上組小学校 涌井遥翔 津南・津南小学校

岩坂芽衣 三条・栄北小学校 今井敬登 長岡・上組小学校 貝瀬東真 南魚沼・六日町小学校

飯塚日月 三条・長沢小学校 大倉結愛 長岡・上組小学校 樋口和奏 南魚沼・塩沢小学校

熊谷ゆずあ 燕・小池小学校 久保ひかり 長岡・上組小学校 原澤柊成 南魚沼・塩沢小学校

丸山新 燕・吉田北小学校 桑原夢生 長岡・上組小学校 中澤日向太 南魚沼・石打小学校

江口晨 燕・吉田北小学校 関煌太 長岡・上組小学校 横山菜央 妙高・新井小学校

鶴巻公太 燕・吉田北小学校 原瑞希 長岡・上組小学校 品田新 柏崎・剣野小学校

樋口壱哉 燕・吉田北小学校 原澤蒼介 長岡・下川西小学校 大久保あやめ 柏崎・田尻小学校

小川舞子 燕・分水小学校 渡邉麻衣 長岡・豊田小学校 小林奈穂 柏崎・田尻小学校

松川うらら 見附・見附小学校 内池柚稀 長岡・豊田小学校 金井奏磨 新発田・御免町小学校

寺尾優花 見附・葛巻小学校 須藤奈々 長岡・豊田小学校 田中美羽 新発田・御免町小学校

吉岡琴乃 長岡・阪之上小学校 原悠真 長岡・青葉台小学校 坂恵莉紗 佐渡・前浜小学校

谷澤愛恵 長岡・阪之上小学校 稲月愛心 長岡・信条小学校 羽豆凛香 佐渡・河原田小学校

中垣内ゆず 長岡・阪之上小学校 大西翔 小千谷・小千谷小学校 矢島照 佐渡・河原田小学校

目時璃子 長岡・阪之上小学校 大矢尋大 小千谷・片貝小学校 風間芯 佐渡・羽茂小学校

佐藤新太 長岡・栖吉小学校 大羽賀湊太 魚沼・広神東小学校 北嶋友瑛 佐渡・羽茂小学校

林咲太朗 長岡・前川小学校 小岩湊翔 魚沼・広神東小学校 本田七翔 佐渡・赤泊小学校

渡邉心陽 長岡・前川小学校 坂本龍之介 魚沼・広神東小学校 八木奏那春 佐渡・赤泊小学校

五十嵐千穂 長岡・上組小学校 武田暁妃 魚沼・広神東小学校 渡邉朝陽 佐渡・赤泊小学校

笠井龍太 長岡・上組小学校 駒形一輝 魚沼・小出小学校 髙橋茉優 阿賀野・堀越小学校

杉本真虎 長岡・上組小学校 小泉灯里 十日町・中条小学校 中島善太朗 阿賀野・堀越小学校

須玉陽貴 長岡・上組小学校 須藤さくら 十日町・中条小学校 後藤陽樹 胎内・中条小学校

羽鳥仁望 長岡・上組小学校 阿部歩希空 十日町・中条小学校 佐藤結叶 胎内・築地小学校

堀川瑞生 長岡・上組小学校 村山美奈代 十日町・水沢小学校 松本珠怜 胎内・黒川小学校

水島芹夏 長岡・上組小学校 ジャックマン秋山瑛花 津南・津南小学校 高松音桜 聖籠・亀代小学校

吉田優夢 長岡・上組小学校 吉樂新太郎 津南・津南小学校 佐藤三咲生 新潟・新津第一小学校

涌井紗良 長岡・上組小学校 小山愛心 津南・津南小学校 本間杏 新潟・岩室小学校

　小学５年 ７２名　

小林香梅 加茂・石川小学校 細貝光路 長岡・上組小学校 佐藤詩奈 十日町・西小学校

駒倉悠大 三条・一ノ木戸小学校 森島南 長岡・上組小学校 田邉真生 十日町・松之山小学校

堀江美那 三条・旭小学校 小林咲成 長岡・大島小学校 半戸帆南 津南・上郷小学校

長谷川凜 三条・保内小学校 野村颯 長岡・才津小学校 藤ノ木結斗 津南・上郷小学校

森山華衣 燕・燕東小学校 河本真帆 長岡・宮本小学校 関沢すみれ 津南・芦ケ崎小学校

若月大知 燕・吉田小学校 内山智仁 長岡・豊田小学校 中島輝大 南魚沼・大崎小学校

德橋咲希 見附・見附小学校 樺澤二吾 長岡・豊田小学校 青木優輝人 南魚沼・六日町小学校

榎園竜 長岡・阪之上小学校 相田圭佑 長岡・豊田小学校 田中煌生 南魚沼・上田小学校

笠原捺生 長岡・阪之上小学校 小坂涼眞 長岡・豊田小学校 伊佐早陽菜子 南魚沼・塩沢小学校

宮本真 長岡・阪之上小学校 伊藤悠翔 長岡・豊田小学校 山岸煌典 妙高・妙高高原北小学校

広瀬姫由莉 長岡・千手小学校 小出真央 長岡・豊田小学校 丸山晃央 新発田・東豊小学校

佐藤匡春 長岡・富曽亀小学校 佐藤和真 長岡・豊田小学校 佐藤希蘭里 五泉・川東小学校

西村錬 長岡・富曽亀小学校 渡邉真帆 長岡・豊田小学校 長谷川英寿 五泉・川東小学校

相川結 長岡・黒条小学校 坂井改地 長岡・川崎東小学校 茂野悠布奈 五泉・村松小学校

五十嵐優希 長岡・宮内小学校 山崎結羽 長岡・越路小学校 下田縁 佐渡・両津吉井小学校

櫻井陽生 長岡・上組小学校 野村瑛飛 長岡・栃尾東小学校 石川聖汰 佐渡・行谷小学校

稲元煌成 長岡・上組小学校 矢澤優亜 長岡・栃尾東小学校 後藤結衣 佐渡・真野小学校

小黒帆夏 長岡・上組小学校 髙橋不動 長岡・東谷小学校 下澤蒼空 佐渡・羽茂小学校

山岸奏介 長岡・上組小学校 和田涼花 小千谷・千田小学校 本間葵 胎内・胎内小学校

北村結葵 長岡・上組小学校 川上竜弥 小千谷・南小学校 浅井優嬉 新潟・山潟小学校

指田慶次 長岡・上組小学校 仲丸朴 魚沼・広神西小学校 成海凜 新潟・山潟小学校

田中智己 長岡・上組小学校 大橋琉空 十日町・十日町小学校 野村希 新潟・上山小学校
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栁衛 長岡・上組小学校 大熊晴斗 十日町・中条小学校 清水佑真 新潟・大野小学校

大塚奈美 長岡・上組小学校 小海夏璃 十日町・西小学校 近藤悠衣 長岡・長岡聾学校

　小学６年 ７４名　

捧帆夏 加茂・加茂小学校 内山咲幸 長岡・下川西小学校 森山絢 南魚沼・浦佐小学校

諸橋希海 加茂・加茂南小学校 田邉柚菜 長岡・下川西小学校 菅家蒼音 南魚沼・大崎小学校

小嶋夢菜 加茂・石川小学校 諸橋美結 長岡・川崎東小学校 田中悠心 南魚沼・大崎小学校

加藤心晴 三条・一ノ木戸小学校 小幡壮助 長岡・川崎東小学校 田村悠登 南魚沼・塩沢小学校

長橋琉生 三条・嵐南小学校 永井美有 長岡・川崎東小学校 髙村桜來 南魚沼・塩沢小学校

保苅太賀 三条・嵐南小学校 小島湖遥 長岡・小国小学校 内田優来 妙高・妙高高原北小学校

鍋嶋優奈 三条・旭小学校 山﨑虹子 長岡・大河津小学校 レビディス咲蘭 妙高・妙高高原北小学校

渡邉寬太 三条・飯田小学校 小柳希愛 出雲崎・出雲崎小学校 清水皓介 柏崎・枇杷島小学校

吉川櫂斗 燕・粟生津小学校 佐藤泉月 小千谷・小千谷小学校 中村奏翔 柏崎・大洲小学校

川上ひまり 燕・吉田南小学校 安部桜舞 小千谷・千田小学校 板垣茉佑 新発田・七葉小学校

坂西敏昌 燕・吉田北小学校 安部俐有 小千谷・千田小学校 堀川篤志 新発田・七葉小学校

ギブソンダニエル由希人 見附・見附小学校 大村柚葉 小千谷・千田小学校 佐久間瞬 新発田・加治川小学校

星野歩佳 長岡・千手小学校 武田栞奈 魚沼・小出小学校 松田蒼生 新発田・加治川小学校

金安蓮太郎 長岡・千手小学校 水落陽葉里 十日町・中条小学校 松田玲和 五泉・川東小学校

五十嵐悠音 長岡・上組小学校 熊木りよ 十日町・水沢小学校 関谷純 五泉・川東小学校

内田壱哉 長岡・上組小学校 中沢萌花 十日町・西小学校 石塚あいく 五泉・川東小学校

加納咲季 長岡・上組小学校 小幡菜々美 十日町・橘小学校 渡邊和輝 阿賀野・水原小学校

古田島遼 長岡・上組小学校 中村謙士 十日町・松代小学校 岩渕希望夢 聖籠・蓮野小学校

星野梨々 長岡・上組小学校 栁彩 十日町・松代小学校 安藤佐和 聖籠・亀代小学校

今井大翔 長岡・上組小学校 田邊萌衣 十日町・松之山小学校 酒井來稀 阿賀・三川小学校

坂井鈴花 長岡・上組小学校 髙波柚子姫 津南・上郷小学校 佐々木慶 新潟・山潟小学校

関美咲 長岡・上組小学校 中島維吹 津南・上郷小学校 村山佳穂 新潟・有明台小学校

涌井悠成 長岡・上組小学校 涌井陽和 津南・芦ケ崎小学校 乾由佳理 新潟・上山小学校

渡邊さくら 長岡・上組小学校 小澤礼煌 南魚沼・赤石小学校 伊藤暁仁 新潟・大野小学校

佐藤想大 長岡・石坂小学校 戸田悠星 南魚沼・赤石小学校

　中学１年 １３名　

坂井宏成 見附・西中学校 中村光花 長岡・宮内中学校 西野優衣 十日町・中条中学校

大場彩愛 長岡・南中学校 深澤礎野香 長岡・東北中学校 山田結菜 十日町・中条中学校

福木瑞彩 長岡・宮内中学校 櫨原結衣 長岡・東北中学校 小杉竜輝 小千谷・総合支援学校

大原瑠梨 長岡・宮内中学校 山本芽生 魚沼・広神中学校

岡野華花 長岡・宮内中学校 庭野心里 十日町・十日町中学校

　中学２年 １１名　

米田優羽 見附・西中学校 江口桜咲 長岡・附属長岡中学校 高橋由良 十日町・中条中学校

三國楓 長岡・宮内中学校 笛田千尋 長岡・附属長岡中学校 平野もえ 五泉・五泉北中学校

菊地莉那 長岡・東北中学校 清水凛 長岡・附属長岡中学校 波形拓磨 十日町・ふれあいの丘支援学校

石原花音 長岡・附属長岡中学校 坂大莉瑚 魚沼・小出中学校

　中学３年 １１名　

前田愛未 三条・第四中学校 金子由佳 長岡・南中学校 上村優月 長岡・大島中学校

五十嵐結愛 燕・燕中学校 青木優花 長岡・宮内中学校 樋口玲生 十日町・南中学校

波潟留奈 見附・西中学校 小熊悠斗 長岡・東北中学校 関菜月 柏崎・第二中学校

大野亜依莉 見附・西中学校 寺井優 長岡・東北中学校
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