
■第52回 新潟県中越教育美術展　受賞者名簿　【特選】No.1

　３歳児 20名　

原田萌衣 長岡 ・中島幼稚園 桑原葵 長岡 ・長生幼稚園 西村隼人 長岡 ・希望が丘幼稚園

加藤小佳 長岡 ・明幸幼稚園 桑原葵 長岡 ・明幸幼稚園 桑原雪芽 長岡 ・明幸幼稚園

山口華 長岡 ・明幸幼稚園 今井龍都 長岡 ・第一幼稚園 松林愛和 長岡 ・宮内中央保育園

室橋想介 長岡 ・宮内中央保育園 野上玲央 長岡 ・宮内中央保育園 長谷川恭一 長岡 ・寺泊保育園

佐藤璃子 見附 ・新潟保育園 諸橋あいり 見附 ・新潟保育園 山下優 見附 ・新潟保育園

山﨑莉那 小千谷・小千谷幼稚園 田中日葵 小千谷・つくし幼稚園 小林千花 小千谷・すみれ保育園

村山陽翔 小千谷・岩沢保育園 俵山斗磨 十日町・北越保育園

　４歳児 22名　

黒﨑葵 長岡 ・帝京長岡幼稚園 安尻直歩 長岡 ・帝京長岡幼稚園 安羅岡ゆきの 長岡 ・長岡みのり幼稚園

間嶋日菜 長岡 ・長生幼稚園 押見日嵩 長岡 ・明幸幼稚園 金井孝志郎 長岡 ・中沢白ゆり幼稚園

菊池花菜 長岡 ・岡南保育園 笠井凰雅 長岡 ・宮内中央保育園 ボレムスキー樹李 長岡 ・宮内中央保育園

大堀美呼 長岡 ・宮内中央保育園 永見埜乃 長岡 ・宮内中央保育園 早川瑠海 長岡 ・みしま中央保育園

村上音寧 長岡 ・寺泊保育園 金井愛菜 見附 ・新潟保育園 佐藤友春 加茂 ・本量寺保育園

細田雄祐 小千谷・小千谷幼稚園 吉澤楓 小千谷・小千谷幼稚園 原昇太郎 小千谷・小千谷幼稚園

五藤温 小千谷・小千谷幼稚園 廣井煌希 小千谷・市立西保育園 神林慧士 小千谷・片貝保育園

伊部夢叶 柏崎 ・カトリック白百合幼稚園

　５歳児 30名　

渡邊美羽 長岡 ・長岡みのり幼稚園 河内もも 長岡 ・中島幼稚園 高野虎之介 長岡 ・中島幼稚園

吉澤豪起 長岡 ・中島幼稚園 岩村晃伸 長岡 ・長生幼稚園 髙橋咲空 長岡 ・長生幼稚園

藤原麻琴 長岡 ・長生幼稚園 島村晴妃 長岡 ・明幸幼稚園 折笠羽瑠 長岡 ・宮内白ゆり幼稚園

古田環奈 長岡 ・中沢白ゆり幼稚園 守橋直生 長岡 ・岡南保育園 山田悠翔 長岡 ・宮内中央保育園

和田翔空 長岡 ・みしま中央保育園 高野泉 長岡 ・みしま中央保育園 高桑空雅 長岡 ・寺泊保育園

吉澤慶護 長岡 ・寺泊保育園 大野水咲 三条 ・きらきら保育園 石丸大琥 見附 ・今町天使幼稚園

小林花奈美 見附 ・新潟保育園 井口花菜 小千谷・小千谷幼稚園 柳田菜緒 小千谷・小千谷幼稚園

横山愛乃 小千谷・小千谷幼稚園 伊佐尊 小千谷・つくし幼稚園 西坂伊央 小千谷・つくし幼稚園

高橋東吾 小千谷・つくし幼稚園 糸井陸 小千谷・つくし幼稚園 松井結兎 小千谷・片貝保育園

田村美結 小千谷・岩沢保育園 瀬下乙杏 小千谷・岩沢保育園 岡部茉希 魚沼 ・小出保育園

　小学１年 116名　

藤田歩望 長岡 ・阪之上小学校 本間遥斗 長岡 ・阪之上小学校 加藤なつみ 長岡 ・阪之上小学校

今井菜月 長岡 ・神田小学校 髙山璃子 長岡 ・四郎丸小学校 町田怜依 長岡 ・四郎丸小学校

三津田雄貴 長岡 ・四郎丸小学校 大塚菫 長岡 ・四郎丸小学校 峰村紗羽 長岡 ・富曽亀小学校

髙橋斗真 長岡 ・黒条小学校 中島杏 長岡 ・黒条小学校 安部憩 長岡 ・浦瀬小学校

櫻井陽向 長岡 ・浦瀬小学校 飯沼歩 長岡 ・栖吉小学校 丸山花歩 長岡 ・日越小学校

池津茉央 長岡 ・関原小学校 川辺瑶姫 長岡 ・上川西小学校 宮島蒼翔 長岡 ・上川西小学校

小野塚制覇 長岡 ・希望が丘小学校 池田心優 長岡 ・川崎東小学校 中村紗菜 長岡 ・川崎東小学校

山口彩音 長岡 ・中之島中央小学校 郷兼門 長岡 ・越路小学校 田中優丞 長岡 ・越路小学校

本田紗千 長岡 ・越路小学校 槇蒼太 長岡 ・越路小学校 山城泉輝 長岡 ・越路小学校

小川千咲 長岡 ・越路小学校 重野叶芽 長岡 ・越路小学校 島田琥珀 長岡 ・脇野町小学校

藤井結人 長岡 ・山古志小学校 相澤美結 長岡 ・大河津小学校 佐藤結萌 長岡 ・大河津小学校

神保梛 長岡 ・下塩小学校 馬場煌世 長岡 ・東谷小学校 石坂さくら 長岡 ・川口小学校

坂井仁 三条 ・三条小学校 山口尭大 三条 ・裏館小学校 丸山智輝 三条 ・上林小学校

五十嵐洋 三条 ・井栗小学校 小林凛空 三条 ・井栗小学校 飯塚みほの 三条 ・笹岡小学校

石田瞳子 見附 ・新潟小学校 諸橋一希 見附 ・新潟小学校 山﨑心愛 見附 ・新潟小学校

坪谷さら咲 加茂 ・加茂西小学校 鶴巻日菜 加茂 ・七谷小学校 渡邉夏唯 加茂 ・須田小学校

佐藤真花 南蒲 ・田上小学校 たかはしともはる 小千谷・小千谷小学校 やまぐちゆのは 小千谷・小千谷小学校

せぬまゆうた 小千谷・小千谷小学校 石田綾 小千谷・東小千谷小学校 渡邊紗耶 小千谷・南小学校

渡部亜莉沙 小千谷・吉谷小学校 新保幸平 小千谷・千田小学校 藤巻颯人 小千谷・千田小学校

富所葉音 魚沼 ・小出小学校 平澤杏 魚沼 ・小出小学校 森山奈央 魚沼 ・小出小学校

岡部蕗 魚沼 ・小出小学校 桜井聖大 魚沼 ・小出小学校 田口遼太郎 魚沼 ・小出小学校

渡辺ひなた 魚沼 ・伊米ヶ崎小学校 樋口由芽 十日町・十日町小学校 樋口實 十日町・東小学校

柳若奈 十日町・吉田小学校 齋木望 十日町・鐙島小学校 野上陽向 十日町・鐙島小学校

小海里穂 十日町・下条小学校 柳春仁 十日町・水沢小学校 玉村玲奈 十日町・千手小学校

保坂芹花 十日町・千手小学校 片桐倖 十日町・田沢小学校 山田裕貴 十日町・田沢小学校

村山楓月 十日町・田沢小学校 南雲愛友 十日町・松之山小学校 髙波若葉 中魚 ・上郷小学校



■第52回 新潟県中越教育美術展　受賞者名簿　【特選】No.2

　小学１年 （前ページの続き） 　

中沢陽向子 中魚 ・上郷小学校 桑原亜涼 南魚沼・三用小学校 種村翔愛 南魚沼・赤石小学校

クオアリソン 南魚沼・浦佐小学校 関結菜 南魚沼・浦佐小学校 髙𣘺陽音 南魚沼・浦佐小学校

中島衣千花 南魚沼・浦佐小学校 南雲瑠莉 南魚沼・城内小学校 桑原美桜 南魚沼・六日町小学校

髙栁連 南魚沼・六日町小学校 貝瀬瑠奈 南魚沼・第二上田小学校 日熊虹介 南魚沼・栃窪小学校

片桐桜那 南魚沼・中之島小学校 小林笑美香 柏崎 ・比角小学校 伊藤寧々花 柏崎 ・大洲小学校

坂野快 柏崎 ・剣野小学校 阿部佑布 柏崎 ・槇原小学校 神林佳汰 柏崎 ・槇原小学校

小林怜 柏崎 ・槇原小学校 吉田花実 柏崎 ・槇原小学校 石黒一歩 妙高 ・新井中央小学校

白井友彩 妙高 ・新井中央小学校 㟁本海斗 妙高 ・妙高高原北小学校 齋藤芽生 新潟 ・葛塚東小学校

島田誠次 新潟 ・葛塚東小学校 水澤虎太郎 新潟 ・葛塚東小学校 寺田百花 新潟 ・南中野山小学校

野地梨心 新潟 ・新津第一小学校 山口結士 新潟 ・根岸小学校 坂井雫 阿賀野・水原小学校

佐竹優菜 阿賀野・水原小学校 髙松俐空 北蒲 ・亀代小学校 細貝徠斗 北蒲 ・亀代小学校

石月日彩 燕 ・燕北小学校 飯塚咲歩 燕 ・島上小学校 本田実桜里 西蒲 ・弥彦小学校

丸山大空 西蒲 ・弥彦小学校 鈴木夢 佐渡 ・河崎小学校

　小学２年 122名　

池田周 長岡 ・上組小学校 小黒遥叶 長岡 ・上組小学校 田村円花 長岡 ・上組小学校

納谷素代 長岡 ・上組小学校 村井咲姫 長岡 ・上組小学校 恩田峻成 長岡 ・上組小学校

佐藤日和 長岡 ・上組小学校 山谷優奈 長岡 ・上組小学校 笠原晴太 長岡 ・阪之上小学校

清宮陽葵 長岡 ・阪之上小学校 長谷川翔 長岡 ・阪之上小学校 柳田ひより 長岡 ・阪之上小学校

市村大斗 長岡 ・阪之上小学校 上村夏生 長岡 ・阪之上小学校 佐藤航 長岡 ・阪之上小学校

高橋こうめ 長岡 ・神田小学校 加藤夕結 長岡 ・四郎丸小学校 貝沼珠衣 長岡 ・千手小学校

村上悠 長岡 ・富曽亀小学校 渡邉聖那 長岡 ・富曽亀小学校 田邉宥乃 長岡 ・浦瀬小学校

野川虹羽 長岡 ・栖吉小学校 村田盤 長岡 ・栖吉小学校 太刀川絢登 長岡 ・前川小学校

松川レオ 長岡 ・宮内小学校 舘山橙椰 長岡 ・山谷沢小学校 小池奏多 長岡 ・日越小学校

齋藤七樺 長岡 ・関原小学校 岡村美生 長岡 ・越路小学校 細木彩菜 長岡 ・越路小学校

山崎偉月 長岡 ・越路小学校 𠮷田朱里 長岡 ・越路小学校 荒木田華凪 長岡 ・越路小学校

原美咲 長岡 ・上川西小学校 藤澤姫菜 長岡 ・上川西小学校 八木萌々椛 長岡 ・希望が丘小学校

五十嵐優翔 長岡 ・豊田小学校 坂牧亮生 長岡 ・豊田小学校 大谷苺果 長岡 ・与板小学校

星野煌空 長岡 ・川口小学校 真島心春 長岡 ・川口小学校 本多心美 三島 ・出雲崎小学校

諸橋ことみ 三条 ・三条小学校 大竹千優 三条 ・三条小学校 佐原千尋 三条 ・嵐南小学校

中川実咲 三条 ・上林小学校 石川大生 三条 ・月岡小学校 目黒椋介 三条 ・月岡小学校

西潟呂夢 三条 ・保内小学校 小林菖 三条 ・栄中央小学校 小林柚子 三条 ・栄中央小学校

髙山青咲 三条 ・森町小学校 須波佑果 見附 ・見附小学校 島峻太 見附 ・上北谷小学校

川村拓夢 見附 ・今町小学校 岡彩世 小千谷・小千谷小学校 宮川璃央 小千谷・小千谷小学校

野尻歩花 小千谷・小千谷小学校 田中絹惠 小千谷・小千谷小学校 関雪樹菜 小千谷・小千谷小学校

大竹壮馬 小千谷・小千谷小学校 矢島莉都 小千谷・小千谷小学校 草野愛心 小千谷・小千谷小学校

吉田悠人 小千谷・小千谷小学校 山賀健太郎 小千谷・小千谷小学校 宮大樹 小千谷・小千谷小学校

真島恭子 小千谷・小千谷小学校 山田桜輝 小千谷・小千谷小学校 髙橋七海 小千谷・小千谷小学校

渡辺優音 小千谷・小千谷小学校 阿部紘之芯 小千谷・小千谷小学校 福原來夢 小千谷・小千谷小学校

阿部竜虎 小千谷・小千谷小学校 渡辺朝陽 小千谷・小千谷小学校 石上ここ 小千谷・東小千谷小学校

廣井蓮斗 小千谷・千田小学校 青栁涼介 小千谷・千田小学校 新保友彩 小千谷・千田小学校

反町桧志 小千谷・千田小学校 内村昇真 小千谷・和泉小学校 南雲蒼佑 小千谷・片貝小学校

番場望太 魚沼 ・伊米ヶ崎小学校 宮内彩吹 魚沼 ・堀之内小学校 岡元蒼空 魚沼 ・宇賀地小学校

押木夢羽 十日町・十日町小学校 小林奏翔 十日町・十日町小学校 田村銀汰 十日町・川治小学校

大口和幸 中魚 ・津南小学校 佐藤亜紀 南魚沼・三用小学校 羽賀喜史 南魚沼・浦佐小学校

髙𣘺遥海 南魚沼・浦佐小学校 髙橋一瑳 南魚沼・六日町小学校 田村海翔 柏崎 ・枇杷島小学校

入澤美咲 柏崎 ・半田小学校 小暮萌々花 柏崎 ・剣野小学校 小関結愛 柏崎 ・剣野小学校

宮崎翔矢 柏崎 ・槇原小学校 関塚アヅヤ 柏崎 ・田尻小学校 若月央乃 柏崎 ・田尻小学校

德永夏萌 妙高 ・新井中央小学校 金井春 妙高 ・新井中央小学校 滝坂キアラ 妙高 ・新井中央小学校

土屋武尊 妙高 ・新井中央小学校 𠮷原悠太 妙高 ・新井中央小学校 水野瑠南 新潟 ・濁川小学校

兒玉晴希 新潟 ・濁川小学校 田村伊織里 新潟 ・濁川小学校 皆川護 新潟 ・濁川小学校

𠮷田和華 新潟 ・葛塚東小学校 竹内彩葉 新潟 ・木崎小学校 渡辺愛耀 新潟 ・木崎小学校



■第52回 新潟県中越教育美術展　受賞者名簿　【特選】No.3
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神尾顕心 新潟 ・中野山小学校 東隼翔 新潟 ・中野山小学校 小林結衣 新発田・外ヶ輪小学校

五十嵐奏太 胎内 ・胎内小学校 古澤奏 燕 ・吉田小学校 丸山未夢那 燕 ・吉田南小学校

寺口璃來 佐渡 ・相川小学校 山本夜白 佐渡 ・相川小学校 櫨本菜歩 佐渡 ・相川小学校

渡邊蓮 佐渡 ・二宮小学校 塩満翔太 佐渡 ・二宮小学校

　小学３年 101名　

田中心菜 長岡 ・上組小学校 青木優花 長岡 ・上組小学校 澁谷日毬 長岡 ・上組小学校

武田真悟 長岡 ・中島小学校 大桃一輝 長岡 ・中島小学校 宮山莉沙 長岡 ・新町小学校

小林朱里 長岡 ・千手小学校 石丸琴葉 長岡 ・富曽亀小学校 松澤藍凛 長岡 ・富曽亀小学校

林悠貴 長岡 ・浦瀬小学校 竹内耀 長岡 ・宮内小学校 田村葵 長岡 ・深沢小学校

高田凛 長岡 ・関原小学校 山田知世 長岡 ・下川西小学校 佐々木愛莉 長岡 ・上川西小学校

重高悠人 長岡 ・豊田小学校 大矢拓実 長岡 ・豊田小学校 松永乃愛 長岡 ・中之島中央小学校

小林美月 長岡 ・越路小学校 本多浬 長岡 ・越路小学校 山口慎矢 長岡 ・越路小学校

加瀬偉翔 長岡 ・下小国小学校 伊丹朱莉 三条 ・三条小学校 佐藤志穂 三条 ・三条小学校

岡部夏歩 三条 ・嵐南小学校 外山由莉 三条 ・大崎小学校 荒井春風 三条 ・保内小学校

石附陽太 三条 ・保内小学校 椿千莉 三条 ・保内小学校 布施杏奈 三条 ・栄中央小学校

浅野慧悟 三条 ・栄北小学校 五十嵐心 三条 ・栄北小学校 坂井和華 三条 ・栄北小学校

丸山結愛 三条 ・栄北小学校 神田瑛人 三条 ・長沢小学校 藤田明 三条 ・大浦小学校

三富翔平 見附 ・名木野小学校 島悠太 見附 ・名木野小学校 佐藤美南 見附 ・今町小学校

稲田玲那 見附 ・今町小学校 片桐恵里奈 加茂 ・加茂南小学校 玉木心音 加茂 ・加茂南小学校

古川ゆり 南蒲 ・田上小学校 渡辺若葉 南蒲 ・田上小学校 姉﨑夢 小千谷・東小千谷小学校

谷口花音 小千谷・東小千谷小学校 吉田悠人 小千谷・吉谷小学校 須藤朔也 小千谷・千田小学校

野村優奈 魚沼 ・広神西小学校 南雲心 魚沼 ・伊米ヶ崎小学校 皆川蓮 魚沼 ・伊米ヶ崎小学校

庭野凌 十日町・十日町小学校 庭野和華 十日町・十日町小学校 松村七海 十日町・十日町小学校

大島琉貴 十日町・中条小学校 髙橋柊 十日町・中条小学校 池田真雪 十日町・飛渡第一小学校

橋本偲愛 十日町・飛渡第一小学校 酒井駿 十日町・西小学校 髙田杏璃 十日町・西小学校

小林幸也 十日町・千手小学校 橋野佑奈 中魚 ・上郷小学校 中俣花恵 南魚沼・大崎小学校

青木聖利可 南魚沼・後山小学校 岡﨑隼也 柏崎 ・比角小学校 新野蒼空 柏崎 ・半田小学校

村山結蘭 柏崎 ・大洲小学校 若井瑠杜 柏崎 ・槇原小学校 荒川航汰 柏崎 ・内郷小学校

髙松七葉 新潟 ・葛塚東小学校 丸山芽衣 新潟 ・葛塚東小学校 滝沢りん 新潟 ・万代長嶺小学校

今井希音 新潟 ・新津第一小学校 鈴木育 新潟 ・新津第一小学校 西山沙采 新潟 ・新津第一小学校

服部龍斗 新潟 ・新津第一小学校 上田彩未 新潟 ・新津第一小学校 板井あみ 新潟 ・小須戸小学校

栗林心優 新潟 ・和納小学校 大日方志帆 新発田・外ヶ輪小学校 土田志門 新発田・外ヶ輪小学校

山上優衣 新発田・外ヶ輪小学校 小黒優月 新発田・御免町小学校 三宮稀心 阿賀野・水原小学校

間藤煌來 阿賀野・水原小学校 髙橋るか 胎内 ・胎内小学校 石井希良 北蒲 ・蓮野小学校

小田駿颯 北蒲 ・蓮野小学校 横山正宗 北蒲 ・蓮野小学校 相場夕奈 燕 ・燕北小学校

横山龍青 燕 ・燕北小学校 前山果凜 燕 ・吉田小学校 山田真穂 燕 ・吉田南小学校

廣瀬小百合 燕 ・分水北小学校 田中健聖 村上 ・砂山小学校 熊谷禮惺 佐渡 ・河崎小学校

佐藤美羽 佐渡 ・河崎小学校 平岩ひなた 佐渡 ・河崎小学校 垣並大哉 佐渡 ・二宮小学校

鈴木空斗 佐渡 ・小木小学校 小松楓音 胎内 ・中条小学校

　小学４年 100名　

椿樹莉生ウマル 長岡 ・上組小学校 佐藤久美子 長岡 ・上組小学校 永澤里日 長岡 ・阪之上小学校

渡邉華帆 長岡 ・神田小学校 富川由麻 長岡 ・新町小学校 シリロユウナ 長岡 ・新町小学校

本間晴人 長岡 ・四郎丸小学校 野澤美里 長岡 ・千手小学校 中村小晴 長岡 ・千手小学校

羽渕有亮 長岡 ・千手小学校 増田歩花 長岡 ・富曽亀小学校 村越夕愛 長岡 ・富曽亀小学校

渡辺芽生 長岡 ・富曽亀小学校 谷江風香 長岡 ・富曽亀小学校 青柳結葉 長岡 ・富曽亀小学校

丸山実輝斗 長岡 ・宮内小学校 大平禮覇 長岡 ・大島小学校 西脇花香 長岡 ・日越小学校

松永優月 長岡 ・福戸小学校 深澤梨花 長岡 ・大河津小学校 神林果子 三条 ・一ノ木戸小学校

古田島さくら 三条 ・一ノ木戸小学校 丸山翔 三条 ・嵐南小学校 田邉昊良 三条 ・嵐南小学校

粂優心 三条 ・嵐南小学校 水野光 三条 ・嵐南小学校 金子秀弥 三条 ・月岡小学校

石黒愛梨 三条 ・大島小学校 髙井心優 三条 ・大島小学校 本多鯉子 三条 ・大島小学校

松下翔 三条 ・大島小学校 吉竹春妃 三条 ・大島小学校 浅村夏凜 見附 ・見附小学校

齋藤太成 見附 ・見附小学校 茂野来海 見附 ・見附小学校 中野音色 見附 ・見附小学校

堀紅葉 見附 ・見附小学校 大野琴里 見附 ・名木野小学校 亀田紗矢 見附 ・名木野小学校

酒井晴華 見附 ・名木野小学校 丸山さら 見附 ・名木野小学校 目黒暖 見附 ・名木野小学校

田中音羽 見附 ・葛巻小学校 荒木大翔 見附 ・今町小学校 佐藤胡桃 見附 ・今町小学校
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田中康介 見附 ・今町小学校 石黒颯生 見附 ・今町小学校 小林瑠那 見附 ・今町小学校

大竹雄真 加茂 ・石川小学校 湯澤莉楓 加茂 ・石川小学校 今田笑希 南蒲 ・田上小学校

長吉凛祈 南蒲 ・羽生田小学校 篠田雪華 小千谷・東小千谷小学校 大渕叶 小千谷・南小学校

関優花 小千谷・南小学校 松井乃亜 小千谷・片貝小学校 山本凌久斗 魚沼 ・広神東小学校

櫻井悠姫 魚沼 ・堀之内小学校 渡邉愛生 十日町・中条小学校 吉楽虹美 十日町・田沢小学校

山田由羽 中魚 ・上郷小学校 鈴木翠 中魚 ・芦ヶ崎小学校 関桜太郎 南魚沼・大崎小学校

松田理里 南魚沼・薮神小学校 町田陽菜 南魚沼・塩沢小学校 杉山時穏 南魚沼・塩沢小学校

吉田小桜 柏崎 ・比角小学校 田村翼 柏崎 ・比角小学校 柴山梨琴 柏崎 ・剣野小学校

飯田海帆 柏崎 ・槇原小学校 山﨑碧生 柏崎 ・新道小学校 長崎陽 妙高 ・妙高高原北小学校

菅原光莉 新潟 ・濁川小学校 泉真彩 新潟 ・木崎小学校 桒野蓮菜 新潟 ・木崎小学校

土屋あげは 新潟 ・中野山小学校 二瓶叶愛 新潟 ・中野山小学校 柴山竣 新潟 ・新津第一小学校

松田莉奈 新潟 ・新津第一小学校 伊藤羽美 新発田・天王小学校 石田美貴 新発田・加治川小学校

本間哉汰 新発田・加治川小学校 熊倉慧 阿賀野・分田小学校 五十嵐湊太 北蒲 ・蓮野小学校

福島怜依 北蒲 ・蓮野小学校 樋口向陽 五泉 ・五泉東小学校 薄夢空 東蒲 ・三川小学校

中島寿樹 東蒲 ・三川小学校 横川陽桜 東蒲 ・三川小学校 河合悠悟 燕 ・粟生津小学校

後藤優太 燕 ・粟生津小学校 太田有美 燕 ・吉田南小学校 堀亜里沙 燕 ・吉田南小学校

鈴木駆 燕 ・吉田南小学校 八子岳流 燕 ・分水北小学校 菊地晃世 村上 ・砂山小学校

野口杏香 佐渡 ・河崎小学校 大林翔 佐渡 ・相川小学校 磯部陽向 佐渡 ・小木小学校

畠山渉 佐渡 ・小木小学校

　小学５年 81名　

小川未来 長岡 ・上組小学校 水島佑來 長岡 ・阪之上小学校 風間小暖 長岡 ・阪之上小学校

土田珠采 長岡 ・阪之上小学校 長谷川亮 長岡 ・阪之上小学校 花岡璃旺 長岡 ・阪之上小学校

松井智佳子 長岡 ・阪之上小学校 長谷川晴也 長岡 ・神田小学校 磯野美里 長岡 ・川崎小学校

本間文音 長岡 ・川崎小学校 力間日菜 長岡 ・川崎小学校 塩野谷仁晟 長岡 ・川崎小学校

大野俊介 長岡 ・富曽亀小学校 松澤優凛 長岡 ・富曽亀小学校 山田琉妃那 長岡 ・富曽亀小学校

倉澤沙杷 長岡 ・黒条小学校 田井彩 長岡 ・桂小学校 田井佑弥 長岡 ・桂小学校

鳥羽琴穂 長岡 ・桂小学校 八木愛世 長岡 ・桂小学校 今井花帆 長岡 ・宮内小学校

田上綾乃 長岡 ・宮内小学校 帆苅明日香 長岡 ・宮内小学校 佐藤彩佳 長岡 ・下川西小学校

丸山珂里菜 長岡 ・越路西小学校 清水紗那 長岡 ・和島小学校 高橋和花 長岡 ・川口小学校

齊藤暖 三条 ・三条小学校 中島愛佳 三条 ・嵐南小学校 添田伊吹 三条 ・嵐南小学校

木戸菜乃葉 三条 ・上林小学校 椿凜太郎 三条 ・保内小学校 本間恵樹 見附 ・見附第二小学校

小林由起子 見附 ・見附第二小学校 吉原悠夏 見附 ・名木野小学校 須佐朋佳 南蒲 ・田上小学校

田巻佳気 南蒲 ・田上小学校 仲野紗璃衣 南蒲 ・田上小学校 窪田みなみ 小千谷・小千谷小学校

佐野鈴太 十日町・十日町小学校 池田蛍太 十日町・飛渡第一小学校 髙橋由奈 十日町・千手小学校

保坂紗良 十日町・千手小学校 市村明日菜 十日町・田沢小学校 中澤美有 十日町・田沢小学校

吉樂健太 十日町・貝野小学校 朝井英花 中魚 ・津南小学校 佐野心香 南魚沼・浦佐小学校

関実乃 南魚沼・上関小学校 今井真 柏崎 ・比角小学校 石口彩矢 柏崎 ・比角小学校

廣川陽菜 柏崎 ・比角小学校 近藤駿斗 柏崎 ・剣野小学校 黒﨑慶 柏崎 ・剣野小学校

重野模花 柏崎 ・剣野小学校 若山栞 柏崎 ・高柳小学校 祝慎之助 新潟 ・中野山小学校

杉﨑結輝 新潟 ・中野山小学校 清野真美 新潟 ・中野山小学校 水谷さおり 新潟 ・臼井小学校

伊藤達紀 新潟 ・漆山小学校 岩城夏鈴 新潟 ・金津小学校 細野真希 新発田・御免町小学校

渡邉英大 新発田・加治川小学校 島津一世 新発田・加治川小学校 古日山繭里 阿賀野・分田小学校

野瀬倖聖 阿賀野・分田小学校 伊藤未來 阿賀野・堀越小学校 増子きよら 胎内 ・胎内小学校

坪川心奈 五泉 ・五泉東小学校 波田野歩美 五泉 ・五泉東小学校 柄沢太喜 燕 ・燕北小学校

石原莉羅 燕 ・燕北小学校 熊倉宗一郎 燕 ・大関小学校 渡邉博也 燕 ・粟生津小学校

新保紗智 西蒲 ・弥彦小学校 藤井小雪 岩船 ・関川小学校 大滝翼 村上 ・さんぽく南小学校

萩田凌平 佐渡 ・河原田小学校 坂上明日香 胎内 ・中条小学校 須貝日向子 胎内 ・中条小学校

　小学６年 87名　

梶山汐里 長岡 ・上組小学校 久保田あづさ 長岡 ・上組小学校 高橋奏 長岡 ・上組小学校

浪川幸樹 長岡 ・上組小学校 大柴亜也 長岡 ・阪之上小学校 中野咲笑 長岡 ・阪之上小学校

土田実歩 長岡 ・阪之上小学校 加藤春香 長岡 ・阪之上小学校 鈴木しほ 長岡 ・表町小学校

尾形来惟 長岡 ・川崎小学校 梅澤拓実 長岡 ・富曽亀小学校 水澤愛仁 長岡 ・富曽亀小学校

奥村洸太郎 長岡 ・富曽亀小学校 本多海奈子 長岡 ・黒条小学校 池田安澄 長岡 ・宮内小学校

原学杜 長岡 ・石坂小学校 塚越楓 長岡 ・大島小学校 川畑瑞季 長岡 ・関原小学校

小林由佳 長岡 ・関原小学校 長谷川寛人 長岡 ・関原小学校 佐藤駿哉 長岡 ・下川西小学校
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反町紗也 長岡 ・下川西小学校 野口穂菜美 長岡 ・越路小学校 林万結華 長岡 ・上小国小学校

渡邊希海 長岡 ・栃尾南小学校 笹原知優 長岡 ・栃尾南小学校 大崎瑞稀 長岡 ・上塩小学校

板垣結菜 三条 ・三条小学校 佐藤岳 三条 ・三条小学校 更科凜 三条 ・嵐南小学校

木津日和 三条 ・嵐南小学校 石井飛空 三条 ・嵐南小学校 佐野奨 三条 ・嵐南小学校

松永凜 三条 ・嵐南小学校 横山來夢 三条 ・井栗小学校 小倉慶希 三条 ・月岡小学校

滝沢琉夏 三条 ・月岡小学校 青山汐里 三条 ・保内小学校 土田美来 三条 ・保内小学校

宮口麗奈 三条 ・栄中央小学校 竹之内和歩 三条 ・栄北小学校 髙山咲良 見附 ・上北谷小学校

青栁敬大 加茂 ・下条小学校 岡田真弥 加茂 ・石川小学校 風間隆太郎 小千谷・小千谷小学校

西脇杏 小千谷・小千谷小学校 草野春花 小千谷・東小千谷小学校 関なゆた 小千谷・南小学校

村山珠美 小千谷・吉谷小学校 岡元光希 小千谷・千田小学校 下村凪 魚沼 ・宇賀地小学校

庭野公瑛 十日町・十日町小学校 村山叶夢 十日町・十日町小学校 山田朝陽 十日町・田沢小学校

高橋祐太 中魚 ・津南小学校 和久井真申 中魚 ・津南小学校 渡邊瑠奈 南魚沼・浦佐小学校

大津美希 南魚沼・薮神小学校 桑原知大 南魚沼・薮神小学校 田中小梅 南魚沼・中之島小学校

原澤菜帆 南魚沼・中之島小学校 坂西和奏 柏崎 ・枇杷島小学校 𣘺本怜奈 新潟 ・葛塚東小学校

阿部千尋 新潟 ・葛塚東小学校 齋藤優太 新潟 ・葛塚東小学校 手代木なつみ 新潟 ・葛塚東小学校

石本直太郎 新潟 ・中野山小学校 坂井涼 新潟 ・中野山小学校 家塚夏羽 新潟 ・新津第一小学校

髙濱叶 新潟 ・新津第一小学校 髙野鈴夏 新潟 ・茨曽根小学校 仲野みずき 新潟 ・茨曽根小学校

小林優月 新発田・東豊小学校 坪川結実 新発田・東豊小学校 坂上早恵 新発田・加治川小学校

阿部流己 阿賀野・分田小学校 遠山真一朗 阿賀野・分田小学校 小見安優 阿賀野・堀越小学校

平野蘭 北蒲 ・亀代小学校 沖坂実紅 燕 ・小池小学校 橋本秀弥 燕 ・吉田小学校

小川香澄 燕 ・吉田南小学校 鈴木碧 燕 ・分水小学校 天野星華 佐渡 ・小木小学校

高橋佑奈 胎内 ・中条小学校 齋藤美佳 胎内 ・中条小学校 佐藤百恵 胎内 ・中条小学校

　中学１年 7名　

齋藤祥太 三条 ・月ヶ岡特別支援学校 中江茉夕 長岡 ・宮内中学校 石黒心海 長岡 ・東北中学校

山宮明帆 三条 ・第一中学校 伊佐弥生 小千谷・東小千谷中学校 武藤ななみ 魚沼 ・堀之内中学校

上原雪月 十日町・中里中学校

　中学２年 7名　

徳橋空輝 長岡 ・宮内中学校 樫出華波 長岡 ・東北中学校 大﨑玲奈 長岡 ・青葉台中学校

鷲頭莉子 長岡 ・越路中学校 吉田夏子 三条 ・栄中学校 横山樹 小千谷・小千谷中学校

五十嵐真奈華 魚沼 ・守門中学校

　中学３年 10名　

古川晶太 柏崎 ・柏崎特別支援学校 茨木和泉 長岡 ・東北中学校 近藤うた 長岡 ・東北中学校

五十嵐由華 長岡 ・東北中学校 諸橋ゆず 長岡 ・旭岡中学校 山﨑聖夏 長岡 ・越路中学校

内山佳歩 長岡 ・附属長岡中学校 市川佳音 加茂 ・葵中学校 前田啓冴 小千谷・小千谷中学校

德井里紗 十日町・中里中学校




