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　３歳児 ２３名　

竹澤優美奏 長岡 ・長生幼稚園 藤井十和子 長岡 ・長生幼稚園 井上葵月 長岡 ・太陽幼稚園おひさま保育園

永井宏樹 長岡 ・太陽幼稚園おひさま保育園 山田凛久 長岡 ・太陽幼稚園おひさま保育園 長谷川千帆 長岡 ・太陽幼稚園おひさま保育園

原陽葉里 長岡 ・明幸幼稚園 本木愛璃珠 長岡 ・明幸幼稚園 長谷川湊志 長岡 ・長生保育園

中野明空 長岡 ・宮内中央保育園 野島淳之介 三条 ・宝塔院幼稚園 鈴木湊介 三条 ・きらきら保育園

三野敦大 加茂 ・本量寺保育園 佐藤楓翔 小千谷・小千谷幼稚園 森本琉月 小千谷・小千谷幼稚園

小船井和真 小千谷・市立西保育園 石田新 小千谷・市立西保育園 佐藤彩萌 小千谷・市立西保育園

小暮琉理 小千谷・市立西保育園 黒崎爽泰 小千谷・市立北保育園 大渕一紗 小千谷・市立南保育園

佐野環 小千谷・わかば保育園 覚張莉瑚 魚沼 ・小出保育園

　４歳児 ２３名　

山口柚乃 長岡 ・中島幼稚園 笠輪洸貴 長岡 ・明幸幼稚園 斎藤理桜 長岡 ・宮内白ゆり幼稚園

野澤悠月 長岡 ・中沢白ゆり幼稚園 神田舞歩 長岡 ・岡南保育園 畔上千依 長岡 ・岡南保育園

渡邊未優 長岡 ・宮内中央保育園 板垣紗幸 見附 ・すみれ保育園 江田亜柚奈 見附 ・新潟保育園

いからしそうま 見附 ・ちごし保育園 おおみなとこたろう 見附 ・ちごし保育園 こばやしふうか 見附 ・ちごし保育園

いけだそうま 見附 ・ちごし保育園 和田倖奈 小千谷・小千谷幼稚園 井口花菜 小千谷・小千谷幼稚園

和田葵 小千谷・つくし幼稚園 本田光 小千谷・片貝保育園 永見幹太朗 小千谷・わかば保育園

五十嵐綾乃 魚沼 ・小出保育園 坂本優空 魚沼 ・小出保育園 武田大和 魚沼 ・小出保育園

長沼花凜 魚沼 ・小出保育園 和田光恵 魚沼 ・小出保育園

　５歳児 ２８名　

渡邊咲瑛 長岡 ・中島幼稚園 五十嵐梨乃 長岡 ・長生幼稚園 亀山穂乃果 長岡 ・明幸幼稚園

田中優翔 長岡 ・明幸幼稚園 田中優那 長岡 ・明幸幼稚園 小林祐太 長岡 ・中沢白ゆり幼稚園

おおさきあきな 長岡 ・栃尾天使幼稚園 はらあかり 長岡 ・栃尾天使幼稚園 ぶしまたのぞみ 長岡 ・栃尾天使幼稚園

風間涼太 長岡 ・長生保育園 金井里紗 長岡 ・宮内中央保育園 中野翔月 長岡 ・宮内中央保育園

内山璃音 長岡 ・寺泊保育園 市川結士 三条 ・宝塔院幼稚園 たかのりん 三条 ・三条白百合幼稚園

上田琉嘉 三条 ・きらきら保育園 岩崎昊翔 見附 ・新潟保育園 すがいおとか 見附 ・ちごし保育園

むらせおうか 見附 ・ちごし保育園 澤田苺香 小千谷・小千谷幼稚園 阿部煌 小千谷・つくし幼稚園

平沢蓮 小千谷・市立西保育園 江村咲雪 小千谷・市立西保育園 渡辺悠理 小千谷・片貝保育園

五十君直継 小千谷・片貝保育園 樋口未紗 小千谷・吉谷保育園 桑原萌衣 魚沼 ・小出保育園

諸橋一 魚沼 ・小出保育園

　小学１年 １１９名　

大森拓実 長岡 ・阪之上小学校 小野田焰 長岡 ・阪之上小学校 佐藤全 長岡 ・阪之上小学校

三宮凪紗 長岡 ・阪之上小学校 和田友樹 長岡 ・中島小学校 柿本柑南 長岡 ・神田小学校

徳橋吾元 長岡 ・千手小学校 後藤結芽 長岡 ・富曽亀小学校 三輪優成 長岡 ・富曽亀小学校

清田優斗 長岡 ・黒条小学校 須田みやび 長岡 ・黒条小学校 棚橋咲羽 長岡 ・黒条小学校

横山紗世 長岡 ・栖吉小学校 山井優奈 長岡 ・前川小学校 渡部慎二郎 長岡 ・石坂小学校

舘山橙椰 長岡 ・山谷沢小学校 近藤陸斗 長岡 ・才津小学校 渡辺ひかる 長岡 ・関原小学校

酒井太久真 長岡 ・福戸小学校 石田啓翔 長岡 ・下川西小学校 荻野楓真 長岡 ・下川西小学校

山田彩凪 長岡 ・下川西小学校 五十嵐優翔 長岡 ・豊田小学校 古田島研人 長岡 ・豊田小学校

小林遥夏 長岡 ・豊田小学校 関口実橙 長岡 ・豊田小学校 野口愛 長岡 ・豊田小学校

早川奨万 長岡 ・中之島中央小学校 太島遙 長岡 ・脇野町小学校 斎藤恋琳 長岡 ・栃尾東小学校

長谷川蒼空 長岡 ・上塩小学校 川崎神 三条 ・井栗小学校 佐藤陽菜 三条 ・保内小学校

田中結衣 三条 ・保内小学校 相田陽太 三条 ・須頃小学校 星野耀翔 見附 ・見附小学校

島綾那 見附 ・名木野小学校 佐藤佑 見附 ・葛巻小学校 岩井瑠希 加茂 ・加茂南小学校

小柳美羽 加茂 ・七谷小学校 小式澤詩 加茂 ・須田小学校 関根菜央 南蒲 ・羽生田小学校

井口友稀 小千谷・小千谷小学校 大平知果 小千谷・小千谷小学校 小林蓮 小千谷・小千谷小学校

西脇悠咲 小千谷・小千谷小学校 根津翔之介 小千谷・小千谷小学校 山口陽生 小千谷・小千谷小学校

渡辺朝陽 小千谷・小千谷小学校 渡辺優音 小千谷・小千谷小学校 渡部翔太 小千谷・小千谷小学校

佐藤隼太郎 小千谷・小千谷小学校 高橋隼平 小千谷・小千谷小学校 大竹壮馬 小千谷・小千谷小学校

佐藤優夢 小千谷・小千谷小学校 引馬洸虎 小千谷・小千谷小学校 横山乃彩 小千谷・小千谷小学校

大矢未夢 小千谷・東小千谷小学校 坂西凛空 魚沼 ・宇賀地小学校 太田道崇 十日町・十日町小学校

澤津詩音 十日町・十日町小学校 佐藤菜々 十日町・十日町小学校 庭野莉央 十日町・十日町小学校

村山叶愛 十日町・十日町小学校 庭野蒼生 十日町・中条小学校 波形泰良 十日町・飛渡第一小学校

常角亮介 十日町・飛渡第一小学校 玉村寧雫 十日町・川治小学校 村山翔太郎 十日町・西小学校

小林ゆめ 十日町・田沢小学校 德永伊駆夢 十日町・田沢小学校 内藤刹那 十日町・田沢小学校
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　小学１年 （前ページの続き） 　

長井蓮侍 十日町・田沢小学校 服部咲希 十日町・田沢小学校 村山聖菜 十日町・田沢小学校

滝沢風花 十日町・倉俣小学校 金澤大輝 中魚 ・津南小学校 栁澤琴 中魚 ・津南小学校

藤ノ木結依 中魚 ・津南小学校 櫻井新大 南魚沼・城内小学校 田中藍 南魚沼・城内小学校

福田名菜 南魚沼・城内小学校 大野翔太 南魚沼・栃窪小学校 星涼楓 南魚沼・塩沢小学校

多門奈那子 柏崎 ・比角小学校 安達望結 柏崎 ・剣野小学校 加藤麗夢 柏崎 ・槇原小学校

布施ひなた 柏崎 ・槇原小学校 帆刈勇貴 柏崎 ・槇原小学校 髙宮花純 柏崎 ・新道小学校

石黒蒼空 妙高 ・新井中央小学校 桒原正大 妙高 ・新井中央小学校 古川万里 妙高 ・新井中央小学校

宮下蒼空 妙高 ・新井中央小学校 梅川颯太 新潟 ・葛塚東小学校 堀川瀬那 新潟 ・万代長嶺小学校

勢子晴香 新潟 ・大通小学校 本田優希 新発田・住吉小学校 菊田莉来 阿賀野・水原小学校

地濃芽生 阿賀野・水原小学校 五十嵐奏太 胎内 ・胎内小学校 中村有沙 胎内 ・胎内小学校

本間唯花 胎内 ・胎内小学校 五十嵐唯 胎内 ・胎内小学校 斉藤優輝 五泉 ・川東小学校

瀧澤安寿 五泉 ・愛宕小学校 辻川希歩 五泉 ・愛宕小学校 笹川絃太郎 燕 ・燕東小学校

坪谷颯介 燕 ・燕東小学校 横山純大 燕 ・燕東小学校 吉田葵 燕 ・燕東小学校

川本理名 燕 ・燕東小学校 関山ゆきの 燕 ・燕東小学校 羽生百花 燕 ・燕東小学校

山上航平 燕 ・燕東小学校 山下芭菜 燕 ・燕南小学校 小柳晴 燕 ・大関小学校

澁木善温 燕 ・粟生津小学校 千嵐かのは 燕 ・島上小学校

　小学２年 １２４名　

松木翔吾 長岡 ・上組小学校 丸山賢太 長岡 ・上組小学校 小根山陽奈 長岡 ・阪之上小学校

螻晴樹 長岡 ・阪之上小学校 郷陽斗 長岡 ・阪之上小学校 近藤大悟 長岡 ・阪之上小学校

福原一花 長岡 ・阪之上小学校 肥田拓朗 長岡 ・中島小学校 廣瀬勇太 長岡 ・四郎丸小学校

山賀花梨奈 長岡 ・黒条小学校 長谷川巧師 長岡 ・黒条小学校 池田夢空 長岡 ・山谷沢小学校

田中重光 長岡 ・山谷沢小学校 山本さくや 長岡 ・大島小学校 中村友香 長岡 ・関原小学校

目﨑明彩夏 長岡 ・関原小学校 小畑來夢 長岡 ・上川西小学校 棚橋海清 長岡 ・上川西小学校

長井爽真 長岡 ・上川西小学校 相澤遼馬 長岡 ・上川西小学校 今井達希 長岡 ・上川西小学校

佐藤蒼馬 長岡 ・大積小学校 重高悠人 長岡 ・豊田小学校 水落岳 長岡 ・中之島中央小学校

長谷川丈 長岡 ・中之島中央小学校 小森柊真 長岡 ・越路小学校 近藤悠生 長岡 ・越路小学校

佐藤健太 長岡 ・越路小学校 五十嵐海 長岡 ・越路小学校 岩谷綺更 長岡 ・越路小学校

岡七瀬 長岡 ・越路小学校 星野光祐 長岡 ・越路小学校 五十嵐マイヤ 長岡 ・山古志小学校

久住耕太 長岡 ・和島小学校 布川智大 長岡 ・寺泊小学校 坂井友紀 長岡 ・与板小学校

佐々木晟人 三条 ・一ノ木戸小学校 目黒琉希 三条 ・一ノ木戸小学校 諸橋良人 三条 ・嵐南小学校

中村茅亜紀 三条 ・嵐南小学校 坂井一輝 三条 ・上林小学校 外山大地 三条 ・上林小学校

千原愛叶 三条 ・井栗小学校 前田愛未 三条 ・井栗小学校 大𣘺隆人 三条 ・須頃小学校

風間うた 三条 ・須頃小学校 韮沢奏羽 三条 ・須頃小学校 齊藤遥音 見附 ・名木野小学校

斎藤京美 見附 ・名木野小学校 皆川凛音 見附 ・名木野小学校 佐藤大祐 見附 ・名木野小学校

伊藤毘尊 加茂 ・加茂小学校 永塚真央 加茂 ・下条小学校 坂上ひなた 加茂 ・石川小学校

岡田祥英 加茂 ・石川小学校 齋藤彩華 加茂 ・石川小学校 吉田ひかる 加茂 ・石川小学校

青木蓮 南蒲 ・田上小学校 大橋亜美 南蒲 ・田上小学校 小柳理咲 南蒲 ・田上小学校

佐藤楓華 南蒲 ・田上小学校 谷口大和 南蒲 ・田上小学校 内藤歩人 南蒲 ・田上小学校

西潟匠真 南蒲 ・田上小学校 藤田悠蔵 南蒲 ・田上小学校 小林虎太郎 小千谷・小千谷小学校

吉田拓磨 小千谷・小千谷小学校 大塚涼榎 小千谷・東小千谷小学校 長谷川拓海 小千谷・東小千谷小学校

山本幸蔵 小千谷・東小千谷小学校 穴澤侑哉 魚沼 ・小出小学校 加藤七海 魚沼 ・小出小学校

波方葵 魚沼 ・堀之内小学校 阿部夏煌 十日町・川治小学校 山家慶太 十日町・橘小学校

福原優香 十日町・松之山小学校 勝又裕仁 南魚沼・三用小学校 直江美紗貴 南魚沼・浦佐小学校

佐藤綾美 南魚沼・城内小学校 斎喜璃音 南魚沼・北辰小学校 長田奏 南魚沼・第二上田小学校

髙橋宏人 南魚沼・中之島小学校 我田詩 南魚沼・石打小学校 髙野智輝 南魚沼・上関小学校

田村葵 南魚 ・湯沢小学校 池島美結 柏崎 ・剣野小学校 白井友大 柏崎 ・日吉小学校

若月耀平 柏崎 ・日吉小学校 近繁紀 柏崎 ・二田小学校 池田晴勝 妙高 ・新井中央小学校

岡田稟都 妙高 ・新井中央小学校 武田遥輝 新潟 ・松浜小学校 みなみことり 新潟 ・松浜小学校

滝澤諒 新潟 ・葛塚東小学校 伊藤璃空 新潟 ・木崎小学校 帆刈くるみ 新潟 ・木崎小学校

神田輝誠 新潟 ・中野山小学校 金子善武 新潟 ・根岸小学校 澁谷晄太郎 新発田・御免町小学校

前田翔星 新発田・東豊小学校 小林譲 新発田・本田小学校 山本沙羅 新発田・猿橋小学校

大瀧蓮 胎内 ・胎内小学校 五十嵐優姫 五泉 ・五泉東小学校 大堀美実 五泉 ・五泉東小学校

落合朝輝 五泉 ・五泉東小学校 原田隼矢 五泉 ・川東小学校 青木心奏 燕 ・燕東小学校

澁木斗夢 燕 ・燕東小学校 藤原杏奈 燕 ・燕東小学校 相場龍真 燕 ・燕北小学校
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大瀧知実 燕 ・燕北小学校 片岡凛 燕 ・燕北小学校 冨田真有 燕 ・燕北小学校

大村朱音 燕 ・吉田小学校 梨本湊羚 燕 ・吉田小学校 月岡唯華 燕 ・島上小学校

野崎茉緒 燕 ・島上小学校 石川真央 西蒲 ・弥彦小学校 明石朔季 岩船 ・関川小学校

宇田柊二 佐渡 ・相川小学校 谷口星那 佐渡 ・相川小学校 山本莉維 佐渡 ・相川小学校

山田康太郎 佐渡 ・河原田小学校

　小学３年 １０９名　

矢尾板亜夢 長岡 ・上組小学校 米山瑠生 長岡 ・上組小学校 市村知帆 長岡 ・阪之上小学校

小泉瑠睦 長岡 ・阪之上小学校 福島那菜 長岡 ・阪之上小学校 市川未悠 長岡 ・阪之上小学校

碓井さくら 長岡 ・阪之上小学校 新保美咲 長岡 ・神田小学校 鰐渕和花 長岡 ・新町小学校

富川由麻 長岡 ・新町小学校 丸山葵 長岡 ・新町小学校 小林優月 長岡 ・川崎小学校

橘茉優 長岡 ・川崎小学校 三浦茜音 長岡 ・川崎小学校 白井琉愛 長岡 ・川崎小学校

佐藤光 長岡 ・四郎丸小学校 中村小晴 長岡 ・千手小学校 荒川海月 長岡 ・富曽亀小学校

岩渕琉亜 長岡 ・富曽亀小学校 佐藤奈々海 長岡 ・富曽亀小学校 西澤悠稀 長岡 ・富曽亀小学校

田﨑流季 長岡 ・栖吉小学校 髙木菜緒花 長岡 ・大島小学校 渡邊航輝 長岡 ・大島小学校

猪嶋那生 長岡 ・豊田小学校 中川拓 長岡 ・川崎東小学校 佐藤遥人 長岡 ・大河津小学校

本間海魅 長岡 ・上塩小学校 大沼那奈 長岡 ・附属長岡小学校 吉原朋美 三条 ・三条小学校

長野楓 三条 ・嵐南小学校 髙野陽和 三条 ・大島小学校 滝澤煌士 三条 ・大島小学校

西丸啓吾 三条 ・大島小学校 松下彩美 三条 ・大島小学校 吉竹春妃 三条 ・大島小学校

寺尾奈那 三条 ・長沢小学校 藤田凜華 三条 ・森町小学校 鷲尾杏奈 見附 ・見附小学校

坂上まひろ 見附 ・名木野小学校 髙井江利奈 見附 ・今町小学校 丸山珠希 加茂 ・加茂小学校

樋口星空 加茂 ・須田小学校 今田笑希 南蒲 ・田上小学校 佐藤結愛 南蒲 ・田上小学校

丸山天鳳 小千谷・小千谷小学校 阿部陽菜多 小千谷・南小学校 関優花 小千谷・南小学校

関口美羽 小千谷・南小学校 田中美紅 小千谷・南小学校 目﨑日和 小千谷・吉谷小学校

片桐玲菜 小千谷・千田小学校 石月碧 魚沼 ・伊米ヶ崎小学校 桑原未羽 魚沼 ・伊米ヶ崎小学校

佐藤成真 魚沼 ・伊米ヶ崎小学校 坂大日胡 魚沼 ・伊米ヶ崎小学校 山田桃歌 魚沼 ・伊米ヶ崎小学校

押木望歩 十日町・十日町小学校 阿部詩寿瑠 十日町・十日町小学校 齊木花穂 十日町・水沢小学校

山田由羽 中魚 ・上郷小学校 髙橋裕 中魚 ・津南小学校 山田颯人 南魚沼・浦佐小学校

中島悠楽 南魚沼・大崎小学校 佐藤侑 南魚沼・後山小学校 野澤千優 南魚沼・五日町小学校

本多美尋 南魚沼・六日町小学校 井口由愛 南魚沼・塩沢小学校 伊佐早礼 南魚沼・塩沢小学校

髙野和花 南魚沼・塩沢小学校 阿部隼也 南魚沼・石打小学校 寺澤葉汰 柏崎 ・比角小学校

高桑羽衣 新潟 ・濁川小学校 高橋花 新潟 ・濁川小学校 関友嘉子 新潟 ・葛塚小学校

小堀有加 新潟 ・木崎小学校 高山未來 新潟 ・中野山小学校 寺﨑奨悟 新潟 ・中野山小学校

山田風羽舞 新潟 ・中野山小学校 櫻井和花 新潟 ・月潟小学校 森林優 新潟 ・升潟小学校

山下純乃 新潟 ・鎧郷小学校 植木優奈 新潟 ・金津小学校 片桐佳久 新発田・東豊小学校

小柳珀久 新発田・東豊小学校 曽我杏夏 新発田・東豊小学校 片桐朋佳 新発田・東豊小学校

阿部敬太 新発田・加治川小学校 天野千尋 新発田・猿橋小学校 今井優里 新発田・猿橋小学校

芋生和奏 新発田・猿橋小学校 齋藤拓海 新発田・猿橋小学校 松野愛花 新発田・猿橋小学校

佐藤智春 胎内 ・胎内小学校 市川絢也 五泉 ・五泉小学校 関塚智惺 五泉 ・五泉小学校

土田優菜 五泉 ・五泉東小学校 萬歳りお 五泉 ・村松小学校 瀬戸叶大 燕 ・燕北小学校

平野心尋 燕 ・燕北小学校 芦田楓 燕 ・粟生津小学校 池田結里菜 燕 ・粟生津小学校

今津花夏 燕 ・粟生津小学校 渋木心瑚 燕 ・粟生津小学校 竹井太一 燕 ・吉田小学校

小川南海 燕 ・吉田南小学校 菊地大翔 佐渡 ・河原田小学校 磯部陽向 佐渡 ・小木小学校

畠山渉 佐渡 ・小木小学校

　小学４年 １０１名　

阿部望央 長岡 ・上組小学校 恩田朱璃花 長岡 ・阪之上小学校 嶋岡晃太朗 長岡 ・阪之上小学校

本間りさ 長岡 ・阪之上小学校 五十嵐涼葉 長岡 ・神田小学校 吉田綾馬 長岡 ・神田小学校

樫出智矢 長岡 ・富曽亀小学校 内山成夢 長岡 ・富曽亀小学校 大橋晃樹 長岡 ・富曽亀小学校

関陽向汰 長岡 ・富曽亀小学校 渡部日葵 長岡 ・富曽亀小学校 伊藤尚希 長岡 ・富曽亀小学校

齋藤真 長岡 ・富曽亀小学校 土田音和 長岡 ・富曽亀小学校 土屋遥々香 長岡 ・富曽亀小学校

水野絆 長岡 ・富曽亀小学校 小笠原潮美 長岡 ・黒条小学校 井上結生 長岡 ・黒条小学校

田井佑弥 長岡 ・桂小学校 小林実梨 長岡 ・前川小学校 吉原心愛 長岡 ・前川小学校

山口紗也 長岡 ・宮内小学校 倉地由菜 長岡 ・豊田小学校 森山太雅 長岡 ・豊田小学校

中川こころ 長岡 ・越路小学校 佐藤万由子 長岡 ・日吉小学校 船越蒼一朗 長岡 ・和島小学校

家永遼羽 長岡 ・寺泊小学校 宮崎姫奈 長岡 ・栃尾東小学校 目黒桜雅 長岡 ・東谷小学校
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小林敬 三条 ・嵐南小学校 斎藤心誉 三条 ・嵐南小学校 大湊陸 三条 ・保内小学校

川勝玲亜 三条 ・大島小学校 平井那奈 見附 ・名木野小学校 荒木優理 見附 ・名木野小学校

笹井元稀 見附 ・上北谷小学校 茅原花奈 加茂 ・加茂小学校 石井笑花 加茂 ・加茂小学校

桑原太陽 加茂 ・加茂西小学校 高橋来輝 加茂 ・加茂西小学校 樋口獅士 加茂 ・須田小学校

水野愛実 加茂 ・石川小学校 安澤美帆 小千谷・小千谷小学校 岡元優芽 小千谷・千田小学校

峰川虹弥 魚沼 ・広神東小学校 小島麗月 魚沼 ・堀之内小学校 小林優衣 魚沼 ・堀之内小学校

島田福仁 中魚 ・上郷小学校 八重沢歩未 中魚 ・上郷小学校 若井咲月 中魚 ・上郷小学校

岡村朋佳 南魚沼・城内小学校 川口吾廉 南魚沼・城内小学校 山﨑美空 南魚沼・城内小学校

棚村主水 南魚沼・城内小学校 南雲愛実 南魚沼・城内小学校 廣田悠平 南魚沼・五日町小学校

中澤晃太 南魚沼・大巻小学校 安達来夫 南魚沼・塩沢小学校 尾身昊志郎 南魚沼・中之島小学校

本間美那 柏崎 ・比角小学校 小俣大飛 柏崎 ・半田小学校 小林彩花 柏崎 ・半田小学校

曽田遥子 柏崎 ・剣野小学校 清水結音 妙高 ・新井中央小学校 長谷川真央 新潟 ・中野山小学校

荒井里咲 新潟 ・中野山小学校 後藤玲那 新潟 ・万代長嶺小学校 清野翼 新潟 ・万代長嶺小学校

鈴木美玲 新潟 ・万代長嶺小学校 本望力也 新潟 ・万代長嶺小学校 小川涼華 新潟 ・臼井小学校

庄子礼人 新潟 ・大通小学校 栗林凌伽 新潟 ・和納小学校 長井璃子 新潟 ・和納小学校

松﨑俐空 新潟 ・和納小学校 渡邊陽 新潟 ・和納小学校 山城勇稀 新潟 ・升潟小学校

山田妃夏 新潟 ・漆山小学校 加藤琉士 新発田・東豊小学校 原彩夏 新発田・本田小学校

阿部煌太 新発田・加治川小学校 小泉晴楓 新発田・加治川小学校 森田佳歩 新発田・加治川小学校

若月亜子 新発田・猿橋小学校 野瀬倖聖 阿賀野・分田小学校 清水舞鈴 胎内 ・胎内小学校

落合優護 五泉 ・五泉東小学校 長谷川愛斗 五泉 ・五泉東小学校 井比結香 燕 ・燕東小学校

武田隆利 燕 ・燕北小学校 長谷川陽 燕 ・燕北小学校 小林莉乃 燕 ・吉田小学校

鈴木あすは 燕 ・吉田小学校 前山莉貢 燕 ・吉田小学校 長岡香芽 燕 ・島上小学校

山田翔大 佐渡 ・相川小学校 萩田凌平 佐渡 ・河原田小学校 寺﨑雅之 佐渡 ・河原田小学校

諸橋孔明 佐渡 ・河原田小学校 金子蓮 佐渡 ・小木小学校

　小学５年 ８９名　

長澤乙華 長岡 ・阪之上小学校 岡村奈侑 長岡 ・阪之上小学校 加藤春香 長岡 ・阪之上小学校

平瀬詩歩 長岡 ・阪之上小学校 三浦哲 長岡 ・千手小学校 馬場漣 長岡 ・千手小学校

若槻弦汰郎 長岡 ・千手小学校 坂田柊右 長岡 ・富曽亀小学校 酒井日和 長岡 ・黒条小学校

長部いあら 長岡 ・福戸小学校 板場智大 長岡 ・越路小学校 小林大城 長岡 ・越路小学校

小林莉奈 長岡 ・越路小学校 野口穂菜美 長岡 ・越路小学校 星洋輝 長岡 ・越路小学校

本多呂好 長岡 ・越路小学校 西原ももこ 長岡 ・山古志小学校 池田萌 長岡 ・川口小学校

板垣結菜 三条 ・三条小学校 瀬高陸斗 三条 ・三条小学校 永井憂海 三条 ・嵐南小学校

丸山稜平 三条 ・月岡小学校 鈴木天明 三条 ・大崎小学校 青山航大 三条 ・保内小学校

矢川睦葵 三条 ・保内小学校 佐藤由萌 三条 ・大島小学校 平松來芽 三条 ・須頃小学校

桒原寧大 三条 ・栄中央小学校 飯塚虹彩 三条 ・長沢小学校 橘唯人 三条 ・大浦小学校

佐野哲太 見附 ・名木野小学校 名古屋心幸 見附 ・名木野小学校 佐野桃花 見附 ・葛巻小学校

竹内陽莉 見附 ・今町小学校 山口知希 加茂 ・加茂小学校 安中沙樹 加茂 ・加茂小学校

土田優芽華 加茂 ・加茂小学校 風間隆太郎 小千谷・小千谷小学校 関なゆた 小千谷・南小学校

関未柚 小千谷・南小学校 波形晃志 十日町・飛渡第一小学校 大渕凜 十日町・川治小学校

児玉大生 十日町・吉田小学校 渡邊彩生 十日町・十日町小学校 滝沢紅葉 十日町・田沢小学校

富井優花 十日町・田沢小学校 坂井結 十日町・松代小学校 小柳友羽輝 中魚 ・津南小学校

髙橋ひな 中魚 ・津南小学校 飯塚立夢 中魚 ・津南小学校 村山拓斗 中魚 ・津南小学校

髙橋弘至 中魚 ・津南小学校 上村珠梨 南魚沼・三用小学校 今成美祐 南魚沼・浦佐小学校

関琴音 南魚沼・浦佐小学校 渡邊瑠奈 南魚沼・浦佐小学校 池田凜夏 南魚沼・大崎小学校

陽田ひかり 南魚沼・後山小学校 若井皓甫 南魚沼・五十沢小学校 山田知東 南魚沼・五十沢小学校

岡﨑晴 南魚沼・第二上田小学校 冨沢壮永 南魚 ・湯沢小学校 多田百花 南魚 ・湯沢小学校

村田虹海 柏崎 ・比角小学校 新田駿介 柏崎 ・中通小学校 齋田ひいろ 妙高 ・新井中央小学校

戸石音也 新潟 ・葛塚東小学校 中村凌也 新潟 ・中野山小学校 樋宮采尚 新潟 ・中野山小学校

戸井田笑瑚 新潟 ・中野山小学校 今村萌 新潟 ・新津第一小学校 小杉颯汰朗 新潟 ・新津第一小学校

佐藤碧 新潟 ・新津第一小学校 大瀬ひなた 新潟 ・茨曽根小学校 山田藍 新潟 ・茨曽根小学校

田中菜穂 新潟 ・根岸小学校 桐生隼 新潟 ・立仏小学校 外山ゆめ 新潟 ・漆山小学校

和田かな子 新発田・御免町小学校 日下部利樹 新発田・東豊小学校 藤原友惟 新発田・東豊小学校

渡邉美空 新発田・本田小学校 桐生遥空 新発田・加治川小学校 八木陸斗 五泉 ・村松小学校

小澤彪 五泉 ・愛宕小学校 伊藤愛海 燕 ・吉田小学校 金澤巧虎 燕 ・吉田小学校

中島丘礼葉 燕 ・吉田小学校 石塚光 佐渡 ・沢根小学校
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小林寧音 長岡 ・阪之上小学校 水澤奈子 長岡 ・阪之上小学校 加藤愛実 長岡 ・阪之上小学校

田辺拓己 長岡 ・阪之上小学校 安孫子瑠菜 長岡 ・阪之上小学校 高野美亜 長岡 ・阪之上小学校

山本小春 長岡 ・阪之上小学校 五十嵐祐羽 長岡 ・千手小学校 近藤聡 長岡 ・千手小学校

梶山雄斗 長岡 ・千手小学校 髙橋美彩音 長岡 ・千手小学校 鈴木果歩 長岡 ・富曽亀小学校

疋田さくら 長岡 ・富曽亀小学校 石黒心海 長岡 ・富曽亀小学校 滝沢夢来 長岡 ・宮内小学校

青柳葵 長岡 ・六日市小学校 相崎月愛 長岡 ・才津小学校 池津里華 長岡 ・日越小学校

小坂梨乃 長岡 ・豊田小学校 佐藤千花 長岡 ・豊田小学校 今井晴菜 長岡 ・豊田小学校

小林賢慎 長岡 ・脇野町小学校 元井凌馨 長岡 ・脇野町小学校 田中たまき 長岡 ・渋海小学校

飯浜靖一郎 長岡 ・附属長岡小学校 遠藤了一 三条 ・三条小学校 土田優思 三条 ・三条小学校

原瞭汰 三条 ・井栗小学校 遠藤颯 三条 ・旭小学校 大竹渚 三条 ・大崎小学校

小林南 三条 ・栄中央小学校 山屋凜 三条 ・長沢小学校 阿部花月 加茂 ・下条小学校

難波若菜 加茂 ・須田小学校 藤田拓蔵 南蒲 ・田上小学校 三岡真綾 南蒲 ・田上小学校

木嶋咲月 小千谷・小千谷小学校 佐々木美奈 小千谷・小千谷小学校 野澤詩朋 小千谷・小千谷小学校

小宮山侑莉 小千谷・小千谷小学校 田中寧音 小千谷・小千谷小学校 倉本京介 小千谷・東小千谷小学校

佐藤柊一郎 小千谷・東小千谷小学校 篠田成星 小千谷・東小千谷小学校 石川真衣 小千谷・東小千谷小学校

佐藤琴彩 小千谷・東小千谷小学校 関麻尋 魚沼 ・井口小学校 平井琴菜 魚沼 ・小出小学校

星結以那 魚沼 ・小出小学校 渡辺七実 魚沼 ・小出小学校 五十嵐くるみ 魚沼 ・小出小学校

渡辺日毬 魚沼 ・小出小学校 丸山澄怜 魚沼 ・堀之内小学校 根津将平 十日町・十日町小学校

樋口悠菜 十日町・十日町小学校 中澤心 十日町・十日町小学校 小林里奈 十日町・中条小学校

櫻井里奈 十日町・水沢小学校 井ノ川歩 十日町・田沢小学校 桑原崚 中魚 ・津南小学校

島田帆菜 中魚 ・津南小学校 小島奈月美 南魚沼・浦佐小学校 安部すみれ 南魚沼・上関小学校

市島朋弥 柏崎 ・剣野小学校 山田なみ 柏崎 ・剣野小学校 若杉光哉 柏崎 ・北条小学校

今井梨紗 妙高 ・新井中央小学校 島田凌羽 妙高 ・新井中央小学校 渡邉立大 妙高 ・新井中央小学校

齋藤陸真 妙高 ・新井中央小学校 横山楓 妙高 ・新井中央小学校 長谷川花 新潟 ・南中野山小学校

本間陽華 新潟 ・南中野山小学校 小池真菜花 新潟 ・新津第一小学校 皆川真利奈 新潟 ・新津第一小学校

神田侑舞 新潟 ・新津第一小学校 明間愛生 新潟 ・金津小学校 山田実咲生 新潟 ・金津小学校

本保浩実 新発田・住吉小学校 齋藤大輝 新発田・本田小学校 刈谷結 新発田・加治川小学校

五島彩葵 阿賀野・分田小学校 武藤楽 阿賀野・分田小学校 小出晴 五泉 ・五泉東小学校

服部空 五泉 ・愛宕小学校 松澤幸太朗 五泉 ・愛宕小学校 山﨑玲 五泉 ・愛宕小学校

谷口桜 燕 ・小中川小学校 後藤彩吹 燕 ・粟生津小学校 近藤杏樹 燕 ・粟生津小学校

渡部世莉 燕 ・吉田小学校 平原咲桜 燕 ・分水小学校 渡辺莉香 燕 ・分水小学校

大島彩華 燕 ・分水小学校 鈴木健流 村上 ・神納小学校 大滝健太 村上 ・さんぽく南小学校

齊藤彩依 岩船 ・関川小学校

　中学１年 ８名　

樫出華波 長岡 ・東北中学校 淡路朋希 三条 ・大島中学校 吉田愛菜香 三条 ・栄中学校

永澤琴子 小千谷・小千谷中学校 瀧澤葵 小千谷・小千谷中学校 鈴木ふう 小千谷・片貝中学校

武藤愛佳 魚沼 ・堀之内中学校 越村瑞紀 南魚沼・大和中学校

　中学２年 １０名　

尾畑拓海 長岡 ・東中学校 植田哲平 長岡 ・東中学校 安仲佐友未 三条 ・下田中学校

南雲椋 小千谷・小千谷中学校 松永秀 小千谷・小千谷中学校 増川健太 小千谷・小千谷中学校

浅井梨乃 魚沼 ・広神中学校 酒井梨奈 魚沼 ・小出中学校 小林萌香 魚沼 ・堀之内中学校

吉澤栞 魚沼 ・堀之内中学校

　中学３年 １１名　

玉木葵 長岡 ・東中学校 田崎詠里子 長岡 ・東中学校 岸佳蓮 長岡 ・東北中学校

清水麻衣 長岡 ・東北中学校 多田歩 三条 ・下田中学校 佐藤友香 小千谷・千田中学校

丸山未来 魚沼 ・小出中学校 小林姫菜 魚沼 ・堀之内中学校 星野風花 魚沼 ・堀之内中学校

山田明佳 魚沼 ・堀之内中学校 関梨亜 南魚沼・大和中学校




