
※ 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５６回 新潟県中越教育美術展　受賞者名簿　【特選】

　３歳児 １７名　

山田透太 加茂・本量寺こども園 髙橋侑希 長岡・恵和こども園 渡部琴音 小千谷・片貝保育園

塚本章史 三条・三条白百合幼稚園 廣川一稀 長岡・みしま中央こども園 内山鈴梛 小千谷・すみれ保育園

瀧澤愛珠 見附・つぐみ幼稚園 山下凜 長岡・寺泊保育園 佐藤ふみか 小千谷・吉谷保育園

渡邉茉優 長岡・第一幼稚園 上村果暖 小千谷・小千谷幼稚園 荒木環那 柏崎・柏崎カトリック白百合幼稚園

髙橋聡太 長岡・中沢白ゆり幼稚園 横山澪和 小千谷・つくし幼稚園 土田一矢 新潟・新潟市立割野こども園

舘股寿明 長岡・ひごし中央こども園 大瀧敬惺 小千谷・つくし幼稚園

　４歳児 ２１名　

有本雪乃 加茂・本量寺こども園 清水悠美子 長岡・第一幼稚園 富澤泉純 小千谷・小千谷幼稚園

斎藤星恋 見附・新潟保育園 田村美織 長岡・宮内中央こども園 髙見莉奈 小千谷・つくし幼稚園

渡邉宗汰 見附・ちごし保育園 布川ゆめ 長岡・寺泊保育園 吉田海樹 小千谷・市立南保育園

山岸拓渡 長岡・帝京長岡幼稚園 三上ひより 長岡・寺泊保育園 村山あん莉 小千谷・岩沢保育園

八木柚希 長岡・長生幼稚園まんまる園 佐藤ののか 小千谷・小千谷幼稚園 駒形一惺 魚沼・小出保育園

中原佑彩 長岡・宮内白ゆり幼稚園 中野結月 小千谷・小千谷幼稚園 すがさわよしの 新潟・あおい幼稚園

川上友寧 長岡・第一幼稚園 松田憲 小千谷・小千谷幼稚園 むらやまあさひ 新潟・あおい幼稚園

　５歳児 ２５名　

関隼颯 加茂・本量寺こども園 横山恵太 長岡・明幸幼稚園すまいる保育園 和田新汰 小千谷・小千谷幼稚園

青栁来実 加茂・本量寺こども園 さとうきよ 長岡・栃尾天使幼稚園 佐藤梨紗 小千谷・市立南保育園

蝶名林晋和 見附・ちごし保育園 小川葵 長岡・恵和こども園 星野岳 小千谷・吉谷保育園

藤田ゆつき 見附・ちごし保育園 高野煌大 長岡・恵和こども園 冨澤茉莉花 小千谷・真人保育園

渡辺望心 長岡・長岡みのり幼稚園 若井麻央 長岡・恵和こども園 松浦ひなの 魚沼・小出保育園

さのこうすけ 長岡・長岡和光幼稚園なごみ保育園 東樹由依 長岡・みしま中央こども園 佐藤匠馬 新潟・まるみ幼稚園

やまだまゆか 長岡・長岡和光幼稚園なごみ保育園 早川斗真 長岡・寺泊保育園 恩田真大 長岡・県立長岡聾学校

野口果純 長岡・希望が丘幼稚園 桒原栄果 長岡・寺泊保育園

金井夏希 長岡・明幸幼稚園すまいる保育園 難波晴嘉 長岡・寺泊保育園

　小学１年 １４５名　

大江光太朗 加茂・加茂小学校 須原渚 長岡・栖吉小学校 坂井結芽 新発田・荒橋小学校

皆川咲来 加茂・加茂南小学校 大桃健 長岡・前川小学校 丹後新 新発田・藤塚小学校

牛膓和央 加茂・下条小学校 石田雄一郎 長岡・宮内小学校 岸芹里菜 村上・平林小学校

笹川聡哉 三条・一ノ木戸小学校 後藤れい 長岡・上組小学校 髙橋葵 村上・平林小学校

大久保宜嗣 三条・一ノ木戸小学校 椿玲蘭 長岡・石坂小学校 斎藤凪 村上・さんぽく小学校

茂山奏至 三条・一ノ木戸小学校 亀井美希 長岡・上川西小学校 屋良美月 五泉・五泉東小学校

佐藤優心 三条・一ノ木戸小学校 大川詩乃 長岡・豊田小学校 樋宮愛紡 五泉・大蒲原小学校

木宮歩 三条・一ノ木戸小学校 菊池乃愛 長岡・信条小学校 落合志保 五泉・愛宕小学校

早川成之介 三条・一ノ木戸小学校 松井莉奈 長岡・信条小学校 土屋彪真 佐渡・両津小学校

石黒光哉 三条・嵐南小学校 飯田彩音 長岡・小国小学校 藤井大志 佐渡・両津小学校

金安彩花 三条・栄北小学校 こばやしあいり 長岡・大河津小学校 中口陽絆 佐渡・加茂小学校

刈屋悠 三条・大浦小学校 たきざわさき 長岡・大河津小学校 土屋美琴 佐渡・畑野小学校

大橋穂花 三条・森町小学校 林ゆりあ 小千谷・小千谷小学校 加藤菜々子 佐渡・真野小学校

五十嵐璃飛 三条・飯田小学校 西脇晴輝 小千谷・小千谷小学校 髙橋海碧 阿賀野・堀越小学校

市川雄教 三条・飯田小学校 阿部煌斗 小千谷・南小学校 志田陽咲 阿賀野・水原小学校

小栁萌々花 三条・飯田小学校 星千颯 魚沼・湯之谷小学校 細山蒼天 聖籠・亀代小学校

近藤桃夏 三条・飯田小学校 星悠貴 魚沼・湯之谷小学校 かわさきあきひと 新潟・木崎小学校

坂井璃緒奈 三条・飯田小学校 髙野莉奈 魚沼・伊米ケ崎小学校 米山颯人 新潟・早通南小学校

竹田結妃音 三条・飯田小学校 鎌田士道 魚沼・伊米ケ崎小学校 木花葵 新潟・東中野山小学校

長谷川凛 三条・飯田小学校 桑原穂香 魚沼・伊米ケ崎小学校 松田つむぎ 新潟・東中野山小学校

長谷川凜太郎 三条・飯田小学校 山賀彩乃 魚沼・伊米ケ崎小学校 宇佐美杏奈 新潟・白山小学校

弥久保壱 三条・飯田小学校 渡邉結恋 魚沼・伊米ケ崎小学校 内田柚南 新潟・万代長嶺小学校

若林笑舞 三条・飯田小学校 ふくはられあ 十日町・十日町小学校 佐々木心羽 新潟・山潟小学校

若林裕志朗 三条・飯田小学校 こざかいたいせい 十日町・十日町小学校 五十嵐滉太 新潟・有明台小学校

鈴木心優 燕・燕南小学校 佐藤祐晟 十日町・中条小学校 小熊陽依 新潟・有明台小学校
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高橋紗杜 燕・小池小学校 栁うた 十日町・西小学校 猪股栞那 新潟・上山小学校

山田琉奈 燕・小池小学校 稲村彩夕莉 十日町・松代小学校 押見航介 新潟・上山小学校

海藤璃空 燕・吉田北小学校 渡辺光太 十日町・松代小学校 二瓶侑李 新潟・両川小学校

梅本瑛太 見附・見附小学校 内山椋真 津南・芦ケ崎小学校 石附千聖 新潟・横越小学校

淡路悠真 見附・今町小学校 涌井樹 津南・芦ケ崎小学校 菅原亙留 新潟・亀田小学校

今井桜子 田上・田上小学校 大口華歩 津南・津南小学校 風間心結 新潟・亀田小学校

加藤多恵 長岡・阪之上小学校 大口優星 津南・津南小学校 乙川檀 新潟・亀田西小学校

中川智恵 長岡・阪之上小学校 太田妃織 津南・津南小学校 小島星莉 新潟・亀田西小学校

西田結菜 長岡・阪之上小学校 福原健人 津南・津南小学校 五十嵐翠 新潟・亀田西小学校

若月渚紗 長岡・阪之上小学校 ソヒョン 南魚沼・浦佐小学校 山田侑澄 新潟・新津第一小学校

中川仁恵 長岡・阪之上小学校 服部和臣 南魚沼・薮神小学校 須藤漸 新潟・新津第一小学校

庭山姫乃 長岡・阪之上小学校 南雲風香 南魚沼・おおまき小学校 坂上りの 新潟・矢代田小学校

平澤朝日 長岡・阪之上小学校 宮嶋結望 柏崎・比角小学校 渡邉楽斗 新潟・小林小学校

山口安奈 長岡・阪之上小学校 岡田結菜 柏崎・半田小学校 西山菜穂 新潟・小針小学校

大崎和花 長岡・中島小学校 丸山さくら 柏崎・半田小学校 渡辺縁 新潟・赤塚小学校

大平珠央 長岡・中島小学校 市川晴大 柏崎・剣野小学校 小竹暁裕 新潟・小瀬小学校

髙橋晃斗 長岡・中島小学校 吉田玲菜 柏崎・剣野小学校 椎谷祐斗 新潟・小瀬小学校

ドミンゴケイラ 長岡・中島小学校 竹内桜来 新発田・御免町小学校 藤田晃太朗 新潟・東青山小学校

海発凛尊 長岡・新町小学校 倉持美咲 新発田・二葉小学校 大坂航大 新潟・大野小学校

藤田采花 長岡・川崎小学校 江川友望 新発田・東小学校 星明希 新潟・大野小学校

野上僚聖 長岡・千手小学校 大沼蓮 新発田・東小学校 石黒藍乃祐 新潟・大野小学校

横山奏汰 長岡・富曽亀小学校 熊倉希彩 新発田・東小学校 豊田楓斗 新潟・黒埼南小学校

武暖真 長岡・富曽亀小学校 宮﨑蓮 新発田・東小学校

遠藤成輝 長岡・柿小学校 宮下楓 新発田・佐々木小学校

　小学２年 １４８名　

中野颯真 加茂・下条小学校 川上彩華 小千谷・東小千谷小学校 小柳碧仁 新発田・東豊小学校

堀内煌己 加茂・加茂西小学校 杵渕大空 小千谷・東小千谷小学校 平方結 村上・さんぽく小学校

味田蒼空 三条・一ノ木戸小学校 五十嵐琉斗 小千谷・千田小学校 井上瑞稀 五泉・川東小学校

松澤好助 三条・一ノ木戸小学校 大渕夢人 小千谷・千田小学校 成澤廉 五泉・川東小学校

石黒愛里彩 三条・嵐南小学校 新保優奈 小千谷・千田小学校 山口稜誠 五泉・川東小学校

小澤奏斗 燕・吉田小学校 羽鳥真央 小千谷・千田小学校 行田莉依 五泉・愛宕小学校

平原陽太 燕・分水北小学校 藤巻結音 小千谷・南小学校 北秀虎 佐渡・両津小学校

遠藤寿々夏 見附・名木野小学校 金澤真依 小千谷・南小学校 後藤麻寿 佐渡・八幡小学校

刈田大智 田上・田上小学校 小宮山柾 小千谷・南小学校 本田結音 佐渡・二宮小学校

久保莉愛 田上・田上小学校 関口祐翔 小千谷・南小学校 上野山颯人 佐渡・金井小学校

小林遥人 田上・羽生田小学校 高野龍生 小千谷・南小学校 本間悠也 佐渡・金井小学校

髙田慶次 長岡・中島小学校 瀧澤敦生 小千谷・南小学校 米野詩月 佐渡・畑野小学校

五十嵐諒 長岡・表町小学校 頓所航 小千谷・片貝小学校 影山紅愛 佐渡・小木小学校

南聡美 長岡・表町小学校 市川蓮 小千谷・片貝小学校 阿部ななみ 阿賀野・安野小学校

松澤愛子 長岡・四郎丸小学校 大口栞奈 小千谷・片貝小学校 今井結愛 胎内・きのと小学校

櫻澤諒 長岡・千手小学校 大矢尋大 小千谷・片貝小学校 伊藤陽之助 胎内・黒川小学校

内山敬成 長岡・富曽亀小学校 神林咲良 小千谷・片貝小学校 佐藤凪 胎内・黒川小学校

花田莉瑚 長岡・浦瀬小学校 黒﨑耀太 小千谷・片貝小学校 大武澪音 新潟・葛塚小学校

大淵美結 長岡・栖吉小学校 三重堀愛望 小千谷・片貝小学校 栗原桜音 新潟・葛塚東小学校

杉山康仁 長岡・栖吉小学校 山口叶 小千谷・片貝小学校 橋本茉歩 新潟・早通南小学校

西方すみれ 長岡・栖吉小学校 安達明日香 小千谷・片貝小学校 宮島楽乃 新潟・早通南小学校

廣井凜 長岡・上組小学校 安達紅杏 小千谷・片貝小学校 浅野明梨 新潟・豊栄南小学校

西坂龍葵 長岡・上組小学校 木曾日陽 小千谷・片貝小学校 中村柚菜 新潟・新潟小学校

早川結希 長岡・上組小学校 小林向日葵 小千谷・片貝小学校 山崎光 新潟・新潟小学校

中村眞巳 長岡・太田小学校 本田玲衣 小千谷・片貝小学校 池田大和 新潟・新潟小学校

小林結心 長岡・十日町小学校 三重堀愛唯 小千谷・片貝小学校 大鹿祐里 新潟・新潟小学校

佐田翔希 長岡・十日町小学校 吉井蒼祐 小千谷・片貝小学校 奥山優大 新潟・新潟小学校

関愛莉 長岡・十日町小学校 上村颯希 魚沼・湯之谷小学校 菊池結 新潟・新潟小学校

駒澤知夏 長岡・大島小学校 深澤妃南子 十日町・東小学校 小山美玲 新潟・新潟小学校

矢部創 長岡・大島小学校 遠田頼夢 十日町・西小学校 横木瑛 新潟・新潟小学校

岩渕健之介 長岡・日越小学校 庭野りん 十日町・西小学校 今井大喜 新潟・女池小学校

中村友星 長岡・日越小学校 平野沙羅 十日町・西小学校 遠藤千夏 新潟・女池小学校
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稲垣葵 長岡・日越小学校 島田楓斗 津南・芦ケ崎小学校 坂井桃杏 新潟・女池小学校

近藤美月 長岡・下川西小学校 石田ちなみ 南魚沼・三用小学校 藤塚結人 新潟・女池小学校

大川新太 長岡・豊田小学校 塩野谷穏 南魚沼・三用小学校 皆川優衣 新潟・有明台小学校

佐藤瑠海人 長岡・豊田小学校 渡辺ことの 南魚沼・大崎小学校 齋藤龍太 新潟・上山小学校

藤田里緒菜 長岡・豊田小学校 青木琥珀 南魚沼・薮神小学校 長谷川楓汰 新潟・上山小学校

大勝姫依 長岡・豊田小学校 青木琉陽 南魚沼・薮神小学校 齋藤源 新潟・上山小学校

大渕彩空 長岡・豊田小学校 加藤柊人 南魚沼・城内小学校 森菜羽 新潟・曽野木小学校

小潟雄成 長岡・豊田小学校 加藤湊真 南魚沼・城内小学校 五十嵐悠 新潟・亀田小学校

清野小夏 長岡・豊田小学校 涌井統 南魚沼・北辰小学校 藤井諒 新潟・亀田小学校

山谷侑生 長岡・豊田小学校 山口泉樹 南魚沼・六日町小学校 渡邉さくら 新潟・荻川小学校

水野莉玖 長岡・中之島中央小学校 山本聖魁 南魚沼・六日町小学校 大和頼人 新潟・荻川小学校

山﨑一 長岡・越路小学校 横川雄大 南魚沼・六日町小学校 磯部真彩 新潟・小針小学校

折原篤樹 長岡・越路小学校 大平歩実 南魚沼・六日町小学校 斎藤愛奈 新潟・小針小学校

和田桜咲 長岡・寺泊小学校 貝瀬東真 南魚沼・六日町小学校 藤井律果 新潟・坂井東小学校

原功丞 長岡・栃尾南小学校 尾﨑優衣 柏崎・枇杷島小学校 川村あやめ 新潟・新通つばさ小学校

香田聖來 長岡・上塩小学校 阿部斗真 柏崎・半田小学校 森将矢 新潟・新通つばさ小学校

吉村大和 長岡・与板小学校 水落海晴 柏崎・田尻小学校

一方井颯汰 小千谷・小千谷小学校 清野環太 新発田・東小学校

　小学３年 １２８名　

塩野大悟 加茂・加茂西小学校 中川朱音 魚沼・伊米ケ崎小学校 竹内陽依 五泉・五泉東小学校

塩野大悟 加茂・加茂西小学校 須田朋美 魚沼・宇賀地小学校 武井翔大 佐渡・両津小学校

茂野紗生 加茂・加茂西小学校 松平アイーシャ 十日町・十日町小学校 下田縁 佐渡・両津吉井小学校

辻本蒼汰 三条・一ノ木戸小学校 樋口響 十日町・中条小学校 榎咲麗 佐渡・金井小学校

船越椿葵 三条・嵐南小学校 太田百香 十日町・川治小学校 後藤維斗 佐渡・金井小学校

丸山栞 三条・嵐南小学校 村山希碧 十日町・川治小学校 平田彩乃 佐渡・金井小学校

牧野たま代 弥彦・弥彦小学校 山田凛 十日町・西小学校 和田翔真 佐渡・金井小学校

石﨑蒼彩 燕・吉田小学校 小林咲 十日町・千手小学校 計良知怜 佐渡・畑野小学校

鈴木ゆめ 燕・吉田小学校 小林未空 十日町・橘小学校 中川優斗 佐渡・畑野小学校

小林栄太 見附・見附小学校 恩田鼓大 十日町・田沢小学校 亀井心遥 佐渡・真野小学校

岩﨑璃音 見附・見附小学校 滝沢蒼太 十日町・松之山小学校 栗林粋月 阿賀野・水原小学校

高橋ゆずり 見附・見附第二小学校 半戸帆南 津南・上郷小学校 細山穂月 阿賀野・水原小学校

藤田莉芭 見附・見附第二小学校 小幡桃子 南魚沼・三用小学校 阿部汐里 胎内・きのと小学校

渡邊湊士 田上・田上小学校 山田晴 南魚沼・大崎小学校 江端寛汰 胎内・きのと小学校

丸林結衣 長岡・川崎小学校 千喜良美月 南魚沼・薮神小学校 本間蓮 胎内・きのと小学校

松宮幸生 長岡・黒条小学校 中島璃菜 南魚沼・城内小学校 水澤那緒 胎内・きのと小学校

藤田幸佑 長岡・前川小学校 山﨑夢 南魚沼・城内小学校 浮須音羽 胎内・築地小学校

小山隼士 長岡・前川小学校 髙橋伶 南魚沼・城内小学校 小林咲斗 聖籠・亀代小学校

板倉アポロ 長岡・宮内小学校 八木逞生 南魚沼・おおまき小学校 齋藤結衣 阿賀・津川小学校

大原一真 長岡・宮内小学校 田中煌生 南魚沼・上田小学校 八藤後颯人 新潟・葛塚東小学校

小出龍之介 長岡・宮内小学校 山口夢生 南魚沼・上田小学校 山際慎 新潟・木崎小学校

三宮歩琉人 長岡・宮内小学校 小林詩葉 南魚沼・中之島小学校 古沼里茉 新潟・木崎小学校

原大空 長岡・宮内小学校 中村笑丸 妙高・妙高高原北小学校 前田真翔 新潟・早通南小学校

廣井紬希 長岡・宮内小学校 遠藤一期 柏崎・剣野小学校 大嶋勇人 新潟・早通南小学校

保科青 長岡・宮内小学校 金子紗千 柏崎・剣野小学校 佐藤美結 新潟・中野山小学校

間野瑠斗 長岡・宮内小学校 山田爽祐 柏崎・剣野小学校 小川杏奈 新潟・東中野山小学校

清塚未優 長岡・上組小学校 赤堀雄星 柏崎・槇原小学校 小林陸叶 新潟・東中野山小学校

鈴木悠宇 長岡・上組小学校 岡本明純 柏崎・槇原小学校 長谷川渓人 新潟・東中野山小学校

江部穂 長岡・上組小学校 加藤陽菜 柏崎・北条小学校 今富心望 新潟・東中野山小学校

清塚瑠緒那 長岡・上組小学校 長原仁 柏崎・北条小学校 長谷川慶侍 新潟・東中野山小学校

坪井晴 長岡・上組小学校 池田幸菜 柏崎・内郷小学校 山本陽菜 新潟・女池小学校

加藤礼子 長岡・才津小学校 山口瑞那 新発田・外ヶ輪小学校 市村遼祐 新潟・有明台小学校

深井花乃音 長岡・日越小学校 島津優依 新発田・外ヶ輪小学校 石橋凛花 新潟・上山小学校

鈴木理央 長岡・川崎東小学校 今井陸乃心 新発田・猿橋小学校 小林諒成 新潟・紫竹山小学校

北上真子 長岡・中之島中央小学校 長下部咲弥 新発田・猿橋小学校 藤塚すみれ 新潟・紫竹山小学校

細川彩羽 長岡・越路小学校 鹿嶋琉翔 新発田・猿橋小学校 坂井夏輝 新潟・横越小学校

石丸岳斗 長岡・下塩小学校 風間穂香 新発田・住吉小学校 豊野夏稀 新潟・横越小学校
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佐藤美涼 長岡・下塩小学校 清水悠吾 新発田・住吉小学校 小熊歩夢 新潟・根岸小学校

久保田康介 小千谷・東小千谷小学校 髙橋楓佳 新発田・住吉小学校 涌井千明 新潟・根岸小学校

櫻井清正 小千谷・吉谷小学校 根津杏梨 新発田・住吉小学校 穗苅聖 新潟・東青山小学校

柳田翼 小千谷・千田小学校 石井夢華 新発田・住吉小学校 清水佑真 新潟・大野小学校

浅井大雅 魚沼・須原小学校 関川蒼空 新発田・本田小学校 平岡千明 新潟・新通つばさ小学校

小沼未央 魚沼・広神東小学校 小嶋友絆 新発田・加治川小学校

　小学４年 １２７名　

小菅怜央 加茂・加茂小学校 櫻井央世 長岡・関原小学校 燕璃帆 新発田・佐々木小学校

諸橋希海 加茂・加茂南小学校 長部なちか 長岡・関原小学校 前田七海 新発田・佐々木小学校

岡田悦周 加茂・石川小学校 小潟眞央 長岡・大河津小学校 渡邊劉 新発田・天王小学校

森川愛梨 加茂・石川小学校 鈴木紗英 長岡・下塩小学校 阿部理生 新発田・加治川小学校

長谷川稜 加茂・石川小学校 鈴木千世 長岡・下塩小学校 小野彩奈 新発田・加治川小学校

渡辺湊甫 三条・一ノ木戸小学校 畑結大 長岡・与板小学校 若桑蒼 新発田・加治川小学校

中川空花 三条・一ノ木戸小学校 大塚亮 長岡・附属長岡小 南部聡太 新発田・加治川小学校

星野晴哉 三条・一ノ木戸小学校 阿部堅佑 小千谷・小千谷小学校 雲野翼 五泉・五泉東小学校

石附俊太 三条・保内小学校 込田健心 小千谷・吉谷小学校 加藤奏 五泉・川東小学校

芦田すず 三条・須頃小学校 星野晴 小千谷・吉谷小学校 鈴木小冬 五泉・川東小学校

幸田みなみ 弥彦・弥彦小学校 新保いろは 小千谷・千田小学校 長谷川陽來浬 五泉・川東小学校

小島慎士郎 燕・吉田南小学校 渡辺有紀 小千谷・千田小学校 齊藤結愛 佐渡・小木小学校

霜鳥ことみ 燕・吉田北小学校 細貝奏 小千谷・和泉小学校 佐藤咲優 佐渡・小木小学校

鈴木優茉 燕・吉田北小学校 岩佐颯太 小千谷・南小学校 廣嶋彩 佐渡・小木小学校

丹保幸 燕・吉田北小学校 吉井心瞳 小千谷・片貝小学校 坂井晴琉 阿賀野・水原小学校

山岸栞奈 燕・吉田北小学校 武田栞奈 魚沼・小出小学校 西奈美志歩 胎内・胎内小学校

坂田果穂 燕・吉田北小学校 大島唯 十日町・中条小学校 冨樫沙和 阿賀・三川小学校

中山陽翔 燕・吉田北小学校 樋口大翔 十日町・中条小学校 佐藤怜音 新潟・葛塚小学校

林晃羽 見附・見附小学校 小野島空椰 十日町・松代小学校 木間菜巴 新潟・木崎小学校

村上楽 見附・見附小学校 涌井優太 津南・芦ケ崎小学校 鈴木碧斗 新潟・早通南小学校

清水美波 見附・見附小学校 瀧澤志穂 津南・津南小学校 五十嵐亜珠 新潟・中野山小学校

久保音葉 見附・新潟小学校 藤ノ木晴 津南・津南小学校 髙橋陽 新潟・木戸小学校

小湊美晴 見附・新潟小学校 富澤卯紗 津南・津南小学校 髙橋宮莉 新潟・白山小学校

山田凰晴 見附・今町小学校 小川ことみ 南魚沼・三用小学校 浅間夕聖 新潟・新潟小学校

原絢叶 長岡・神田小学校 渋谷日菜 南魚沼・浦佐小学校 上村美緒 新潟・万代長嶺小学校

鶴巻いち子 長岡・四郎丸小学校 羽吹康汰 南魚沼・おおまき小学校 土佐蓮 新潟・万代長嶺小学校

本郷友輝 長岡・四郎丸小学校 小林春斗 南魚沼・北辰小学校 磯部光利 新潟・沼垂小学校

橋本颯真 長岡・浦瀬小学校 阿部杏 南魚沼・中之島小学校 長澤暁子 新潟・沼垂小学校

和田星乃 長岡・栖吉小学校 細矢遥花 南魚沼・中之島小学校 佐藤那南 新潟・沼垂小学校

福中航介 長岡・宮内小学校 高橋希星 湯沢・湯沢小学校 伊藤遼英 新潟・山潟小学校

岩渕結史 長岡・上組小学校 栗山結斗 上越・戸野目小学校 小島奏音 新潟・山潟小学校

佐々木澪子 長岡・上組小学校 小林星來 上越・戸野目小学校 齊藤渚 新潟・山潟小学校

五十嵐美咲 長岡・上組小学校 牧野嶋日綺 上越・戸野目小学校 渡邉杏奈 新潟・山潟小学校

大﨑遥翔 長岡・上組小学校 阿部直太朗 新発田・猿橋小学校 押見謙太郎 新潟・上山小学校

小黒柊翔 長岡・上組小学校 齋藤ゆめ 新発田・猿橋小学校 佐々木美結 新潟・上山小学校

加納咲季 長岡・上組小学校 佐藤葵 新発田・猿橋小学校 則竹柊汰 新潟・上山小学校

倉品聡 長岡・上組小学校 津田紬希 新発田・猿橋小学校 丸田義人 新潟・丸山小学校

小林凌大 長岡・上組小学校 前田将吾 新発田・猿橋小学校 中林咲月 新潟・亀田小学校

坂井鈴花 長岡・上組小学校 仲川兼弘 新発田・東小学校 荒井優羽 新潟・亀田小学校

関美咲 長岡・上組小学校 石田唯斗 新発田・七葉小学校 本間楠芭 新潟・亀田小学校

広田彩衣 長岡・上組小学校 髙田悠生 新発田・七葉小学校 山田心菜 新潟・亀田小学校

川上梨夢 長岡・石坂小学校 小泉千 新発田・佐々木小学校

佐藤想大 長岡・石坂小学校 佐藤陽衣菜 新発田・佐々木小学校

　小学５年 １０９名　

水野百花 加茂・加茂小学校 姉﨑楓真 長岡・栃尾南小学校 加藤志保李 阿賀野・水原小学校

伊丹愛 加茂・加茂西小学校 多田圭佑 長岡・栃尾南小学校 上山礼 阿賀野・水原小学校

金子心優 加茂・加茂西小学校 五藤千善 小千谷・小千谷小学校 佐藤博斗 胎内・中条小学校

大関栞奈 加茂・石川小学校 星野瑞人 小千谷・東小千谷小学校 別処はのん 胎内・中条小学校
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酒井玲 三条・旭小学校 山本芽生 魚沼・広神東小学校 遠山祐希也 胎内・中条小学校

曽根梨瑚 三条・旭小学校 大久保豪泰 魚沼・伊米ケ崎小学校 髙松春輔 聖籠・亀代小学校

山谷灯 三条・月岡小学校 下村愛華 魚沼・宇賀地小学校 神田真緒 阿賀・三川小学校

馬場優梨愛 三条・保内小学校 樋口實 十日町・東小学校 市村彩織 新潟・東中野山小学校

高橋昊大 三条・栄北小学校 澤口結斗 十日町・川治小学校 阿部都子 新潟・鏡淵小学校

永井まひろ 三条・栄北小学校 松平晴 十日町・川治小学校 高見舞 新潟・鏡淵小学校

青栁和貴 燕・燕東小学校 雲野蓮衣 十日町・水沢小学校 磯部美月 新潟・万代長嶺小学校

小林心花 燕・燕東小学校 村山和哉 十日町・西小学校 高見美那 新潟・万代長嶺小学校

小林結花 燕・燕東小学校 重野結衣 十日町・橘小学校 簑輪新 新潟・万代長嶺小学校

坂爪美月 燕・燕東小学校 板場美咲 津南・津南小学校 菅原愛里 新潟・万代長嶺小学校

外山寧音 燕・燕東小学校 山本佳奈 津南・津南小学校 齋藤百花 新潟・万代長嶺小学校

松井萌生 燕・燕南小学校 川島慶大 南魚沼・浦佐小学校 服部瑛太 新潟・山潟小学校

高野朝輝 燕・小中川小学校 岡村叶優 南魚沼・城内小学校 阿部心春 新潟・山潟小学校

秋永啓貴 長岡・阪之上小学校 関恵杜 南魚沼・城内小学校 寺澤佳凛 新潟・女池小学校

門脇凜生 長岡・阪之上小学校 小野塚千愛李 南魚沼・中之島小学校 袖山紗貴 新潟・有明台小学校

佐野琉心 長岡・阪之上小学校 岡田悠聖 妙高・妙高高原北小学校 田村茉結 新潟・有明台小学校

新保愛莉 長岡・阪之上小学校 桐山ひまり 妙高・妙高高原北小学校 太田湊士 新潟・上山小学校

高見知央 長岡・阪之上小学校 大矢理仁 柏崎・枇杷島小学校 佐藤杏南 新潟・附属新潟小

チェハヤン 長岡・阪之上小学校 藤田陽葵 柏崎・槇原小学校 中村彬人 新潟・曽野木小学校

西塚心 長岡・神田小学校 山﨑崇一郎 柏崎・中通小学校 小池みらい 新潟・亀田小学校

船山遙花 長岡・新町小学校 齋藤葵 新発田・荒橋小学校 菅原健太 新潟・亀田小学校

陶山芽奈 長岡・浦瀬小学校 横山佳音 村上・朝日さくら小学校 松村侑真 新潟・亀田小学校

小原正暉 長岡・上組小学校 坪川愛義 五泉・巣本小学校 熊倉沙耶 新潟・亀田東小学校

樺沢大晴 長岡・上組小学校 野尻萌々香 五泉・村松小学校 髙橋咲羽 新潟・新津第二小学校

寺山潤 長岡・上組小学校 津村陸人 佐渡・前浜小学校 髙綱煌希 新潟・根岸小学校

大澤賢太郎 長岡・上組小学校 藤井陽菜 佐渡・両津小学校 生越愛椛 新潟・青山小学校

野口旬 長岡・上組小学校 齋須理央 佐渡・加茂小学校 片桐知優 新潟・青山小学校

星野雄哉 長岡・上組小学校 若林佐妃 佐渡・金井小学校 青木煌心 新潟・大野小学校

小林亮太 長岡・石坂小学校 筧由翔 佐渡・金井小学校 山際大翔 新潟・黒埼南小学校

大河内陸 長岡・上川西小学校 土屋里緒 佐渡・行谷小学校 小林奏音 新潟・黒埼南小学校

小出有希菜 長岡・豊田小学校 本間遼雅 佐渡・畑野小学校 丸山誠景 新潟・立仏小学校

小幡美和 長岡・豊田小学校 皆川慎太郎 阿賀野・堀越小学校

髙綱修一 長岡・寺泊小学校 佐藤姫菜乃 阿賀野・水原小学校

　小学６年 １０２名　

川田希颯 加茂・加茂南小学校 篠田悠稀 小千谷・東小千谷小学校 福嶋遥 佐渡・両津小学校

木村仁美 三条・嵐南小学校 槇翼汰 小千谷・東小千谷小学校 神蔵美也子 佐渡・両津吉井小学校

外山姫夏里 三条・上林小学校 山﨑彩世 小千谷・東小千谷小学校 古城隼人 佐渡・高千小学校

湯澤暖 三条・旭小学校 渡辺菜々美 小千谷・東小千谷小学校 林康太 佐渡・金井小学校

岩澤拓人 三条・月岡小学校 押木夢羽 十日町・十日町小学校 細野葉月 佐渡・畑野小学校

難波桃乃 三条・月岡小学校 相崎基 十日町・吉田小学校 加藤迅青 佐渡・羽茂小学校

藤井捺生 三条・月岡小学校 井ノ川心愛 十日町・水沢小学校 浅形美月 佐渡・赤泊小学校

宇佐美優花 燕・吉田南小学校 平野鼓太郎 十日町・西小学校 菊池麗來 佐渡・赤泊小学校

森山裕太 燕・吉田北小学校 佐藤珠梨 十日町・西小学校 近藤悠翔 佐渡・赤泊小学校

邉見莉心 見附・葛巻小学校 原琉芽 津南・津南小学校 野崎絆奈 胎内・黒川小学校

村山夏輝 長岡・四郎丸小学校 金井大良 津南・津南小学校 石井来輝 聖籠・亀代小学校

木嶋由芽 長岡・黒条小学校 清水梨那 南魚沼・城内小学校 五十嵐龍之介 新潟・葛塚小学校

髙橋璃音 長岡・黒条小学校 富所優衣 南魚沼・おおまき小学校 細貝優菜 新潟・葛塚東小学校

田中美海 長岡・黒条小学校 中澤璃桜 南魚沼・おおまき小学校 松澤このみ 新潟・木崎小学校

佐野来和 長岡・黒条小学校 富山英翔 南魚沼・六日町小学校 古沼里海 新潟・木崎小学校

大川倖那 長岡・黒条小学校 酒井大樹 南魚沼・上田小学校 諸橋春人 新潟・早通南小学校

水越大翔 長岡・黒条小学校 関茂結生 南魚沼・塩沢小学校 山﨑楓真 新潟・早通南小学校

小林諒人 長岡・黒条小学校 青木みゆ 南魚沼・塩沢小学校 福田彩姫 新潟・東中野山小学校

大塚仁太 長岡・黒条小学校 阿部楓 南魚沼・塩沢小学校 葛西耕平 新潟・新潟小学校

中澤柚乃 長岡・前川小学校 阿部千尋 南魚沼・塩沢小学校 百川晄太朗 新潟・山潟小学校

井口絢萌 長岡・上組小学校 平賀乃愛 南魚沼・塩沢小学校 伊原彩由茉 新潟・山潟小学校

小杉千明 長岡・上組小学校 石山穂乃花 南魚沼・上関小学校 金子博哉 新潟・山潟小学校
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小黒遥叶 長岡・上組小学校 川本康輔 妙高・妙高高原北小学校 野上風花 新潟・山潟小学校

櫻井遼太 長岡・上組小学校 近藤恵真 柏崎・比角小学校 一本鎗梓 新潟・上山小学校

島津千代子 長岡・上組小学校 石塚愛茉 柏崎・田尻小学校 田中優月 新潟・上山小学校

白井莉帆 長岡・上組小学校 湯淺智子 新発田・東小学校 圓山倖菜 新潟・亀田東小学校

関風花 長岡・上組小学校 渡辺悠乃 新発田・東豊小学校 亀山剛汰 新潟・亀田西小学校

星野柚奈 長岡・上組小学校 小野瑞月 新発田・加治川小学校 山崎弘太郎 新潟・亀田西小学校

梶山結生 長岡・上組小学校 田中優凪 新発田・加治川小学校 片山珠花 新潟・新津第一小学校

酒井謙 長岡・上組小学校 三科愛斗 新発田・加治川小学校 熊倉百々叶 新潟・小林小学校

坂牧未羚 長岡・上組小学校 小嶋柚葉 新発田・加治川小学校 本間柚 新潟・木山小学校

宮内葉月 長岡・石坂小学校 七瀨愛未 五泉・川東小学校 阿部芯 新潟・大野小学校

水澤遥哉 長岡・才津小学校 藤田叶 五泉・村松小学校 伊藤優紀 新潟・大野小学校

大崎莉瑚 長岡・栃尾南小学校 長嶋裕士 佐渡・両津小学校 村井瞬太 新潟・黒埼南小学校

　中学１年 １５名　

齋藤未悠 燕・燕中学校 水落葵里 長岡・東北中学校 髙橋菫 十日町・川西中学校

上村大空 見附・西中学校 堀口暁矢 長岡・東北中学校 石沢心花 十日町・川西中学校

山森結花 長岡・南中学校 石丸琴葉 長岡・東北中学校 髙橋奈那 南魚沼・八海中学校

栁澤七海 長岡・栖吉中学校 大西渉稀 長岡・附属長岡中 板鼻莉子 南魚沼・八海中学校

竹内耀 長岡・宮内中学校 太田泰斗 十日町・南中学校 上村知愛 南魚沼・八海中学校

　中学２年 １３名　

坪谷こころ 加茂・葵中学校 八百板成海 長岡・東北中学校 笹川桜花 長岡・附属長岡中

大竹優人 見附・西中学校 穴澤莉生 長岡・東北中学校 小林彩乃 十日町・南中学校

大竹悠亜 長岡・南中学校 佐田晴風 長岡・東北中学校 西本菜那 十日町・下条中学校

髙野紗花 長岡・南中学校 遠藤萌結 長岡・与板中学校

志水太一 長岡・南中学校 小林夏子 長岡・附属長岡中

　中学３年 １２名　

鈴木こころ 燕・燕中学校 後藤遥 長岡・東北中学校 坂井みのり 十日町・松代中学校

梅本華 見附・西中学校 田上福夏 長岡・関原中学校 大倉優香 柏崎・第一中学校

仲川楓生 長岡・宮内中学校 相田心歩 長岡・附属長岡中 冨井伊織 佐渡・松ヶ崎中学校

川上達也 長岡・東北中学校 星名茉樹 十日町・川西中学校 膳師寛奈 三条・大崎学園
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