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第13回   新潟教育アート展  審査評・入賞者一覧
平成29年１月４日（水）〜１月14日（土）

於　新潟市新津美術館　２階展示室

ご　　挨　　拶
下越美術教育研究会　会長　古 田 　 修

　この度は，「第13回新潟教育アート展」においでいただき，誠にありがとうござ
います。例年盛大に開催しておりますこの展覧会は，皆様方からの深いご理解と多

大なご協力をいただいております。お陰様で，今回も充実した展覧会となりました。「新潟教育アート展」
は，図工・美術教育充実と，幼児・児童生徒の健やかな成長を願い，新潟県下越美術教育研究会と新潟
市新津美術館の共催で実施し，多くの教育関係者の協力，多数の応募に支えられております。
　　
　新潟教育アート展は
○　幼稚園・保育園，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校を対象に応募しています。
○　�造形遊びや共同作業，学級，クラブ，部活動，児童会・生徒会等の造形的な取組を募集する，「活
動部門」があります。

○　絵画，写真，コンピューターグラフィックの部門があります。

　審査は
　審査は，県内外の大学より審査員としておいでいただきました。

幼稚園・保育園，特別支援学校 鳴門教育大学� 山田　芳明　先生
小学校　１年生 東京学芸大学� 横内　克之　先生
小学校　２年生 北海道教育大学� 阿部　宏行　先生
小学校　３年生 東京学芸大学� 相田　隆司　先生
小学校　４年生 群馬大学� 齋江　貴志　先生
小学校　５年生 新潟大学� 橋本　　学　先生
小学校　６年生 上越教育大学� 松本　健義　先生
中学校・高等学校・写真・ＣＧ・活動部門 岡山大学� 大橋　　功　先生

　出品される作品は，図工・美術の授業や美術部の活動，生徒会の取組等から生まれてきます。そして，
その成果を発表する場として展覧会を開催しています。図工・美術は，つくり出す喜びを味わったり，
創造する力を育てたりする学びから，豊かな情操を養うことや，人としての生き方を培う等，将来を豊
かに生きる力となっていきます。そして，それぞれの作品には，いろいろな思いが込められています。
大切な作品を私たちは次のことを重視して審査しています。

○�　子どもの思いや願いが表出された作品であること。
　　　　　（技術的な精巧さより，思いや楽しさ伝わってくる作品）
○�　子どもと先生，子ども同士の学び合い等，学びや対話から生まれた作品であること。
　　　　　（構し作品への思いを深め，子どもたちが積極的に創造活動を行った作品）

　今回は，21,205点の出品があり，入選作品は，1,188点です。作品からは，いろいろな事柄や作成
過程での思いを見たり，感じたりすることができます。入選できなかった作品の多くにもそのすばらし
さを感じることができました。自分の生活の中から，将来の希望から，自分を見つめることから，体験
したことからなどいろいろなものを選んだり，構成したりして作品がつくられていました。
　入作品は新潟市新津美術館の２階全展示室に展示しました。どうぞ，ごゆっくりご鑑賞ください。
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平面作品部門　小学校

■ 小学校１年
東京学芸大学　非常勤講師

　横内　克之
　小学１年生が四ツ切画用紙で絵に表す
ことは，それほど容易いことではありま
せん。けれども，大きな画用紙に自分が

表したいことを考えて精いっぱい描いたんだな…と感じ
る作品がたくさんあり，審査なのに逆に励まされた思い
がしました。
　グランプリの３点は，「子どもらしい表現のよさ」が
伝わる作品です。電車の絵は，「２台しか停まらない駅」
の電車とそれを見ている自分と車の遠近や空間が，低学
年らしい位置関係で素直に表現されていて，作者が感じ
ている楽しさがそのまま形や色から伝わって来ます。ク
レーン車の絵も同様に工事用車両が何台も描かれながら，
特に気になったクレーン車や工事に携わる方たちを子ど
もが本当によく見ていたんだな…と，その場にいたよう
な気にさせられます。「面白い！」と感じることが，視
点を培うことが分かります。どんぐりの絵は，子どもの
目の前で回るどんぐり独楽に作者の思いがそのまま乗っ
かってダンスを踊っているような可愛らしい表現です。
　人やものを小さな紙に描いてから構成して絵に表す作
品が目に付きましたが，自分の思いを大きな紙にも表せ
るよう子どもたちを見守っていきましょう。

■ 小学校２年
北海道教育大学教育学部　教授

　阿部　宏行
　絵からお話が聞こえますよ。「ここいいね。」「私のも
いいでしょ！」「○○さんらしい色だね。」…友達の声も

平面作品部門　幼稚園・保育園　特別支援
鳴門教育大学教育学部　准教授　山田　芳明

　想像力豊かな子どもたちの絵にたくさ
ん出会うことができました。いも掘りや
ぶどう狩りといった遠足の絵，運動会の
絵，消防自動車や電車などの乗り物の絵，
お話の絵や想像を膨らませて描く絵など，

題材も先生方が子どもたちの発達に合わせてしっかりと
選んでおられました。また，描画材も工夫しておられま
した。この時期の子どもたちの絵は，経験の中にある感
動や，個人的な関心などに基づいて描きながら思い付き，
思い付いては描き加えていきます。それはまさに絵でお
話をしていると言えます。今回グランプリの作品もそう
いう視点から選びました。３歳児の作品は大きなおいも

が掘れた喜びが伝わってきそうです。４歳児の作品は，
雨の中の色鮮やかなかたつむりの真ん中にいる作者はと
ても嬉しそうです。５歳児の作品は，風に揺れる大きな
鯉のぼりに子どもたちが乗っているのを，野原に寝転ん
で見上げているお友達もいます。
　小学校・中学校・高等学校の特別支援の作品は，どの
作品もじっくりと時間を掛けて描いた，その子の姿が感
じられるものばかりでした。
　グランプリは，海中の生物の形態や色彩を丁寧に工夫
して描き込まれた作品を選びました。海中静物の中を縫
うように進む潜水艦の中には作者自身がいるようです。

審 査 員 よ り

先生の声も聞こえます。
　絵を描くことを通して身に付けるのは
「うまく絵」を描くことではありません。
グランプリに選ばれた作品は，どれも自
分の思いを思いのままに工夫して表して

います。
　青を背景に高い山を大胆にかいています。学級の友達
といっしょに山登りした時のことを子どもの構図で描い
ています。ふしぎなたまごから生まれたのは，大好きな
サッカーでした。相手ゴールにむかう人のスピード感，
芝生の表現も工夫しています。夢見る帽子は遊園地にも
行くことができます。
　どの絵にも子どもの夢や願いがあふれています。アー
ト展では，ひとつひとつの絵から，子どもの思いを感じ
取ってみてください。
　「わぁ，すごい。」「すてき！」…会場から笑顔ととも
に感動の声が聞こえてきます。

■ 小学校３年
東京学芸大学教育学部　准授

　相田　隆司
　楽しく描けたよ，そんな声が伝わって
くるような作品を選ぶように心掛けまし
た。グランプリの３作品を紹介します。

　色画用紙に絵の具だけでなく紙（花紙）も用いて描か
れた作品は，勢いよく動きだしそうなこの絵の主人公の
形が目を引きます。絵の具の色と紙素材が重なり合うこ
とで独創的な美しさが生まれています。
　人物と昆虫が描かれた作品は，豊かな発想でたくさん
の色をつくりだし，それをバランスよく用いています。
乗りものには多くの人物が描かれており，画面全体がとて
もにぎやかな雰囲気で作者の描く楽しさが伝わるようです。
　凧あげの様子が描かれた作品からは，大きな凧を大勢
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平面作品部門　中学校　高等学校　/写真・ＣＧ部門/造形活動部門
岡山大学大学院教育学研究科　教授　大橋　　功

　今回が初めての審査です。まず驚いた
のは，造形活動という部門です。アート
展といえば，ついつい完成された作品の
出来映えを競うもののようなイメージが

ありますが，本当に子どもたちが学び，育つ姿はその過
程に見られます。
　日々の生活や遊びの中から生まれる活動が広がり深ま
っていく中で見せる幼児のキラキラとした目の輝き。多
様なヒト・コト・モノと関わりながら，仲間と共に創り
上げていく中に見られる深い学び。地域や社会の良さを

の人物が力強く引く，その場の緊張感が伝わってくるよ
うです。青く晴れた空に映える凧の鮮やかな色が画面に
変化を与えており，伝えたい内容がよく伝わってきます。
　３年生の応募作品には，主題も日常的なものから物語
りまで幅広く，指導者とともにしっかりと取り組んだこ
とを感じさせる作品が多数見られましたが，表現方法の
選択と決定を子どもたちにもっと任せたいと感じさせる
作品もありました。引き続き子どものつぶやきに満ちた
展覧会であることを願ってやみません。

■ 小学校４年
群馬大学教育学部　准教授

　齋江　貴志
　入賞作品ばかりでなく，好感を持った
作品には，児童が絵の中に入り込める題
材や材料，技法との出会いといった先生

の指導の工夫，また，クラス全員で作り上げた図工の時
間の集積を強く感じました。さらに，作者の想いや願い
が結実した作品をグランプリに選びました。
　大きな鳥の山車が描かれたお祭りの絵は，鳥の迫力だ
けでなく，周囲の人々が丹念に描きこまれ，祭りの感動
や熱気が伝わってきます。鏡の前に立つフクロウのカッ
プルは，豊かな色彩だからこそ生まれた，幸せな空気に
包まれる作品です。作者を乗せて雲の上を鳥とともに飛
ぶ船は，素材や技法の工夫が，見る人も浮かんでいるよ
うな感覚を抱かせてくれます。
　指導される先生にはこれからも「上手く描くメソッ
ド」ではなく，子どもたちが「怖れることなく表現に入
り込める」手助けをお願いしたいと考えます。

■ 小学校５年
新潟大学教育学部　准教授

　橋本　　学
　物語を題材にした作品や自然教室等の
思い出を振り返った作品の出展が多数あ
りました。感情を表現することや子ども

たちの実体験をもとにして，興味を持った主題で描かせ

ることは良いことです。しかしながら，中には行き過ぎ
た描画指導を感じる同様なスタイルの作品群やスナップ
写真をもとにした模写の様な作品が存在していました。
これらの作品は完成度があっても魅力を感じ取れません
でした。また，投影法の習得の為なのか主題の無い空間
描画の様な作品もありました。この様な作品はコンクー
ルに出展する作品では無いのでしょう。
　審査にあたっては，異なった表現領域を意識しながら
も，子どもたちのこだわりや何を見つめ表現したのかを
読み解きながら選考をしました。受賞作品は絵画として
のバランスが取れ，作者の思いが伝わってくる作品を選
びました。グランプリの作品は，風景・お話からのイメ
ージ画・人物写真をコラージュして物語性を築いた作品
です。どの作品も色彩感覚が優れており，制作者の拘り
が感じられる作品です。今後とも，このコンクールが個
性豊かな作品で溢れることを願っています。

■ 小学校６年
上越教育大学学校教育学部　教授

　松本　健義
　校舎や学校周辺の風景，行事等の情景
を，色や形や線を重ねたり組み合わせた
りして，思いや経験を確かめながら，奥

行き感のあるのびやかな絵にじっくりと表現した力作が
多くありました。そうした思いや経験が伝わってくる作
品を選びました。こうした絵からは，「描かせる」ので
はなく，自分の見方や表し方を試したり工夫したりして
没頭して表現できるよう，子どもに寄り添って題材と活
動を設定し，個に応じて支援を工夫する先生方の姿も伝
わってきました。グランプリ作品は３点です。１点目は，
身体を傾けて力を合わせて大凧を引く人々の一体感を，
流れるような線と色彩の対比により力強く表現した絵で
す。２点目は，登下校で毎日見てきた万代橋とその後ろ
にそびえ立つメディアシップのパノラマ感を，親しみあ
ふれるさわやかな絵に表現しています。３点目は，港へ
ふりそそぐ日差し，かすむ対岸の家々，波の音，船の音，
飛び去る鳥の鳴き声が，画面の色と形の響き合いから聞
こえてくるすてきな絵です。

再発見しながら，仲間と協力して価値あるものを創り出
す力を発揮する子どもたち。どの活動も甲乙付けがたい，
応募してくださったすべての校園への敬意を感じる中で
の苦しい審査でした。
　平面作品では，個々の生徒の力量はもちろんですが，
授業における先生の指導目標と生徒の自己実現の結実と
いう視点も大切にしました。写真・ＣＧ部門では，子ど
もたちならではの世界を捉える視線が新鮮でした。例年
のようですが，高等学校の出品がさらに増えてくれるこ
とを願います。
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第13回�新潟教育アート展入賞者一覧

幼稚園・保育園の部
歳・学年 氏　名 園・校名

３歳 笹川　摘美希 蓮潟こども園

幼稚園・保育園の部
歳 氏　名 園　　名
3歳 塚本　悠真 新潟南保育園
3歳 佐々木　望結 牡丹山幼稚園
3歳 ふるき　れんと あおい幼稚園
3歳 菊地　朱羅 新潟南保育園
3歳 髙橋　天花 牡丹山幼稚園

小学校の部
1年 滝沢　優太 葛塚東小学校
1年 秋田　結衣 新津第三小学校
1年 中川　蒼空 河崎小学校

2年 難波　　奏 浜浦小学校
2年 根津　香之介 青山小学校
2年 番場　麻美 二葉小学校

小学校の部
学年 氏　名 校　　名
1年 髙山　煌斗 葛塚東小学校
1年 菊池　あいる 早通南小学校
1年 梶井　幸花 大形小学校
1年 太田　優衣 下山小学校
1年 かんだ　あんじ 下山小学校
1年 川上　琴子 東中野山小学校
1年 林　　優我 沼垂小学校
1年 五十嵐　昴苺 鳥屋野小学校
1年 池田　日和 女池小学校
1年 渡辺　美空 女池小学校
1年 小竹　愛衣沙 上山小学校
1年 きがさわ　りお 紫竹山小学校
1年 渡邉　楓太 大淵小学校
1年 阿部　夢叶 横越小学校
1年 山川　輝翔 亀田東小学校
1年 小熊　一輝 亀田東小学校
1年 あべ　なつほ 新津第三小学校
1年 滝　　彩葉　　 結小学校
1年 齋藤　睦美 荻川小学校
1年 鳥羽　瑛光 新飯田小学校
1年 佐久間　敬梧 小林小学校
1年 野俣　歩真 白根小学校
1年 小川　　栞 小針小学校
1年 小林　結衣 新通小学校
1年 矢島　　亘 内野小学校
1年 アスペル　ビクター 真砂小学校
1年 朝妻　音桜 西内野小学校
1年 丸山　　恒 立仏小学校
1年 小栗　丈星 巻北小学校
1年 宮澤　　優 外ヶ輪小学校
1年 ふくい　こうし 保内小学校
1年 たじま　ちひろ 保内小学校
1年 おだ　りくと 神納小学校
1年 富樫　百葉 神納東小学校
1年 小柳　浩都 五泉小学校
1年 佐藤　瑠飛 築地小学校
1年 丸山　奏愛 弥彦小学校

2年 阿部　彩楓 南浜小学校
2年 木　あゆほ 早通南小学校
2年 狩谷　義成 中野山小学校
2年 新豊　琉星 中野山小学校
2年 眞田　凛々子 桃山小学校

中学校の部
中1 片桐　　渚 五泉中学校

高3 近藤　　伸 村上特別支援学校いじみの分校竹俣校

歳・学年 氏　名 園・校名
4歳 たかくわ　ふくまる あおい幼稚園

【平面作品部門】

【写真・ＣＧ部門】

【平面作品部門】

グランプリ

優　秀　賞

【造形活動部門】 園・校名 グループ名 活動名
あおい幼稚園 ３歳児もも組 みんなおいでよ！　ぼくらのすいぞくかん

【造形活動部門】 園・校名 グループ名 活動名
升潟小学校 ６年カーペンターズ 中庭ドリームプロジェクト　中庭で夢をつくる
猿沢小学校 猿沢小学校 巨大生物があらわれた！

歳・学年 氏　名 園・校名
5歳 上原　　琉 神宮学院　寺尾幼稚園

3年 赤塚　　倖 新飯田小学校
3年 本間　寛章 小林小学校
3年 細田　大翔 保内小学校

4年 髙橋　愛輝 中野山小学校
4年 土田　真未 鳥屋野小学校
4年 石原　香澄 女池小学校
4年 池田　さくら 亀田西小学校

5年 佐藤　里南 中野山小学校
5年 井田　恵那 沼垂小学校
5年 齋藤　優太 きのと小学校

6年 本間　透青 松浜小学校
6年 渡邉　真倫 万代長嶺小学校
6年 髙槗　大翔 味方小学校

中2 髙橋　なつめ 第三中学校 中3 小林　日和 下山中学校

歳 氏　名 園　　名
4歳 やまうち　あいり 栄光幼稚園
4歳 いとう　しょうご あおい幼稚園
4歳 杉﨑　礼和 新津第三幼稚園
4歳 草野　かほ 京王幼稚園
4歳 小林　　暖 まるみ幼稚園

歳 氏　名 園　　名
5歳 大湊　菜夏 まるみ幼稚園
5歳 唐沢　悟史 愛泉幼稚園
5歳 かの　こう 中之口幼稚園
5歳 はたの　ももあ あおい幼稚園
5歳 わたなべ　ろあむ 新津第一幼稚園
5歳 はせがわ　はると 結幼稚園

学年 氏　名 校　　名
2年 川﨑　陽斗 桃山小学校
2年 目黒　尚孝 牡丹山小学校
2年 藤塚　紗矢 東中野山小学校
2年 飯田　つばさ 新潟小学校
2年 佐藤　来望 山潟小学校
2年 大塚　武瑠 山潟小学校
2年 佐藤　　希 女池小学校
2年 越智　杏奈 上山小学校
2年 中村　莉奈 上山小学校
2年 佐藤　　絆 桜が丘小学校
2年 谷川　颯汰 桜が丘小学校
2年 松浦　優愛 新津第二小学校　
2年 渡邉　凛奈 新津第三小学校
2年 佐藤　　心 結小学校
2年 安部　心陽 小針小学校
2年 大竹　ほのか 新通小学校
2年 佐藤　　成 五十嵐小学校
2年 加藤　蒼唯 西内野小学校
2年 齋藤　悠介 東青山小学校
2年 五十嵐　稟喜 御免町小学校
2年 伊藤　希音 御免町小学校
2年 小室　友花 二葉小学校
2年 市島　武尊 二葉小学校
2年 清野　健太 五十公野小学校
2年 井関　涼太 神納東小学校
2年 加藤　千織 神納東小学校
2年 仲山　冬泰 西神納小学校
2年 たいら　あやか さんぽく南小学校
2年 小池　遼生 両津小学校
2年 長嶋　裕士 両津小学校
2年 塚野　夢旗 中条小学校

3年 梅田　康太 松浜小学校
3年 大倉　遼真 葛塚東小学校
3年 田中　龍之助 大形小学校
3年 岩本　陽向 木戸小学校
3年 鷲尾　　蓮 東山の下小学校
3年 坂内　晃生 下山小学校
3年 今井　　珠 牡丹山小学校
3年 山口　叶夢 江南小学校
3年 関　　尚平 関屋小学校
3年 若林　愛斗 上所小学校
3年 臼杵　奏空 女池小学校

学年 氏　名 校　　名
3年 柄澤　　菫 横越小学校
3年 関川　大愛 新津第三小学校
3年 荒井　美音 新津第三小学校
3年 阿部　優里奈 結小学校
3年 佐藤　藍月 小須戸小学校
3年 小林　宗一朗 庄瀬小学校
3年 佐藤　　慧 白根小学校
3年 山中　貴仁 大通小学校
3年 渡部　望美 小針小学校
3年 赤塚　梨央 真砂小学校
3年 小川　隆樹 西内野小学校
3年 大澤　來海 東青山小学校
3年 駒野　知葵 山田小学校
3年 石崎　順馬 立仏小学校
3年 荒木　千代子 猿橋小学校
3年 阿部　　優 荒橋小学校
3年 木村　愛夏 金屋小学校
3年 伊藤　花恋 愛宕小学校
3年 衣笠　愛優夢 相川小学校
3年 片野　えがお 亀代小学校
3年 長谷川　莉旺 大崎小学校

4年 萩原　剣斗 松浜小学校
4年 瀧澤　ほのか 大形小学校
4年 山田　風羽舞 中野山小学校
4年 岩田　奈々葉 牡丹山小学校
4年 山際　莉瑠 浜浦小学校
4年 韓　　明珠 沼垂小学校
4年 小林　瑠依 鳥屋野小学校
4年 川見　　司 上山小学校
4年 土田　姫希 亀田小学校
4年 武田　菜夏 亀田東小学校
4年 相馬　育実 結小学校
4年 長井　大知 荻川小学校
4年 渡辺　陽斗 小須戸小学校
4年 吉野　大和 新通小学校
4年 坂井　玲仁 真砂小学校
4年 石井　優斗 五十嵐小学校
4年 土屋　柚奈 坂井輪小学校
4年 遠藤　壱樹 東青山小学校
4年 藤田　航心 立仏小学校
4年 天野　千尋 猿橋小学校
4年 小竹　優菜 本田小学校
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中学校の部
学年 氏　名 校　　名

1 石川　遥菜 亀田中学校
1 齋藤　彩花 田上中学校

高等学校の部
学年 氏　名 校　　名

2 伊藤　和花 村上桜ヶ丘高等学校

学年 氏　名 校　　名
中2 入倉　　蓮 五泉北中学校

学年 氏　名 校　　名
4年 齋藤　美智子 本田小学校
4年 相馬　悠哉 塩野町小学校
4年 中村　隼人 塩野町小学校
4年 松田　優輝 五泉東小学校
4年 佐藤　華恋 河崎小学校
4年 平越　愛士 高千小学校
4年 本田　悠惺 金井小学校
4年 本間　夏帆 小木小学校
4年 渡邉　　新 蓮野小学校
4年 遠藤　李乃 蓮野小学校
4年 中山　ひなた 燕西小学校

5年 浜野　芽依 松浜小学校
5年 坂上　健太 松浜小学校
5年 近　　大和 大形小学校
5年 伊藤　慎吾 中野山小学校
5年 米山　愛真 関屋小学校
5年 本間　和寿 沼垂小学校
5年 山田　奈々 横越小学校
5年 芳賀　千笑 亀田東小学校
5年 長谷川　葵 新津第三小学校
5年 末武　実夏 大野小学校

学年 氏　名 校　　名
5年 風間　綾乃 山田小学校
5年 飯塚　心南 山田小学校
5年 小川　　李 岩室小学校
5年 市橋　梨桜 松野尾小学校
5年 小林　妙栄 猿橋小学校
5年 鈴木　麻友 七葉小学校
5年 伊藤　瑞琶 五泉南小学校
5年 岸　　優斗 五泉南小学校
5年 森岡　紗彩 安野小学校
5年 荻谷　泰成 加茂小学校
5年 佐々木　陽一 加茂小学校
5年 末武　大暉 河原田小学校
5年 大地　堅友 金井小学校
5年 佐藤　天音 新穂小学校
5年 斉藤　耕一 行谷小学校
5年 髙野　萌黄 真野小学校
5年 青野　　月 赤泊小学校
5年 冨樫　綾馬 黒川小学校
5年 淡路　実和 今町小学校

6年 鈴木　蒼太 松浜小学校
6年 田中　悠翔 葛塚小学校

学年 氏　名 校　　名
6年 稲川　　天 葛塚東小学校
6年 大場　千紗 木戸小学校
6年 西堀　侑樹 上所小学校
6年 中村　美月 鳥屋野小学校
6年 前川　嶺臣 鳥屋野小学校
6年 宮本　悠成 茨曽根小学校
6年 川又　亮介 庄瀬小学校
6年 寺﨑　　陽 西内野小学校
6年 田中　裕喜 東青山小学校
6年 行田　一花 大野小学校
6年 野﨑　麗加 潟東小学校
6年 羽生　元気 巻南小学校
6年 内山　泰一 巻北小学校
6年 磯部　太一 御免町小学校
6年 倉島　瑛太 御免町小学校
6年 斎藤　大輝 米倉小学校
6年 本田　　湧 東豊小学校
6年 橋本　　紡 村上南小学校
6年 渡邉　海翔 岩船小学校
6年 村山　　護 岩船小学校
6年 宇田　歩夢 相川小学校

学年 氏　名 校　　名
2 飯田　優花 下山中学校
2 石山　真緒 豊浦中学校
2 五百川　美聡 田上中学校

学年 氏　名 校　　名
3 鈴木　駿介 東新潟中学校
3 葊瀬　新菜 五泉北中学校

学年 氏　名 校　　名
高1 馬場　結香 柏崎翔洋中等教育学校

幼稚園・保育園の部
歳 氏　名 園　　名
3歳 わたなべ　にこな 新津第一幼稚園
3歳 小林　真子 新津第三幼稚園
3歳 髙松　航輝 亀代こども園
3歳 たなべ　りん あおい幼稚園
3歳 なかばやし　ひろき 西幼稚園
3歳 五十嵐　陽向 新津第三幼稚園
3歳 よしづか　ようへい 西幼稚園
3歳 ほんま　えり 西幼稚園
3歳 横山　心音 上越真行寺幼稚園
3歳 一柳　麟太朗 愛泉幼稚園
3歳 たかまつ　ゆうが 蓮野こども園
3歳 こせき　はく 蓮野こども園
3歳 きたざわ　そうま あおい幼稚園
3歳 羽生　椎南 新潟南保育園
3歳 嵐田　絢太 まるみ幼稚園
3歳 北村　咲乃 愛泉幼稚園
3歳 山本　　楷 愛泉幼稚園
3歳 橋口　心香 愛泉幼稚園
3歳 やまざき　しいた 沼垂幼稚園
3歳 阿部　朔也 親松幼稚園
3歳 佐久間　悠成 ノートルダム幼稚園
3歳 なかむら　れな 蓮野こども園
3歳 渡辺　優成 牡丹山幼稚園
3歳 中島　理玖 燕市立燕東幼稚園
3歳 おのざと　みさき 栄光幼稚園
3歳 ほりもと　せいわ 栄光幼稚園
3歳 中川　海音 愛泉幼稚園
3歳 佐久間　海生 蓮潟こども園
3歳 佐藤　　丞 蓮潟こども園
3歳 伊藤　凛乃 蓮潟こども園
3歳 吉澤　來飛 曽野木まるみ幼稚園
3歳 まつだ　えいじ 栄光幼稚園

4歳 ほんま　りょうわ 市之瀬幼稚園
4歳 いしかわ　ほの 新津第一幼稚園
4歳 くまくら　あこ 新津第一幼稚園
4歳 まつむら　あおい 新津第一幼稚園

歳 氏　名 園　　名
4歳 中澤　俊太 たちばな春日幼稚園
4歳 いとう　ちはる 結幼稚園
4歳 もりやま　こはる 真人幼稚園　
4歳 今泉　太一 上越真行寺幼稚園
4歳 おおさわ　れい 中之口幼稚園
4歳 江村　かなで 燕市立燕東幼稚園
4歳 森山　華衣 燕市立燕東幼稚園
4歳 はしもと　りお 栄光幼稚園
4歳 熊倉　　慎 まるみ幼稚園
4歳 おおぬま　あかり 蓮野こども園
4歳 いからし　のの 結幼稚園
4歳 渡辺　茉夏 神宮学院　寺尾幼稚園
4歳 かにい　なお 蓮野こども園
4歳 加藤　佑翔 神宮学院　寺尾幼稚園
4歳 神丸　りょうへい 京王幼稚園
4歳 大瀬　侑希 まるみ幼稚園
4歳 藤田　和樹 小千谷幼稚園
4歳 南川　　晟 神宮幼稚園
4歳 本間　　糸 蓮潟こども園
4歳 はせがわ　らん 栄光幼稚園
4歳 こばやし　しほ 新津第一幼稚園
4歳 みやざわ　こうし 結幼稚園
4歳 平賀　　絢 曽野木まるみ幼稚園
4歳 田中　千夏 たちばな幼稚園
4歳 おかだ　ゆうき あおい幼稚園
4歳 こみやま　そうじゅ 中之口幼稚園
4歳 稲垣　諒介 恵泉幼稚園
4歳 剣持　義成 牡丹山幼稚園
4歳 渡辺　蒼司 亀代こども園
4歳 ほりた　たつき 蓮野こども園
4歳 すわ　ひろと 蓮野こども園
4歳 髙崎　未来 亀代こども園
4歳 たかす　いちか あおい幼稚園

5歳 さとう　よしひで あおい幼稚園
5歳 まつむら　そうすけ あおい幼稚園
5歳 石見　夢唯 佐渡市立さわた幼稚園

歳 氏　名 園　　名
5歳 木村　彩笑 恵泉幼稚園
5歳 ながい　はるき 市之瀬幼稚園
5歳 本間　健太 第一幼稚園
5歳 わたなべ　るい 真人幼稚園　
5歳 大滝　琉治 愛泉幼稚園
5歳 佐藤　莉央奈 親松幼稚園
5歳 きむら　そうすけ あおい幼稚園
5歳 伊藤　陽莉 亀代こども園
5歳 井倉　あやみ 京王幼稚園
5歳 桑原　豪騎 燕市立燕東幼稚園
5歳 やじま　ゆうき あさひ幼稚園
5歳 なかむら　はると 結幼稚園
5歳 こいけ　りくと 結幼稚園
5歳 大地　なずな 佐渡市立さわた幼稚園
5歳 ささき　おうた 栄光幼稚園
5歳 田村　陽織 蓮潟こども園
5歳 佐々木　梨里花 小千谷幼稚園
5歳 白井　優吏 新潟南保育園
5歳 いくしま　ことぶき 栄光幼稚園
5歳 小泉　真央 蓮潟こども園
5歳 敦沢　誠仁 まるみ幼稚園
5歳 おやなぎ　ほたか 蓮野こども園
5歳 かねこ　あきと 中之口幼稚園
5歳 まえだ　えい あおい幼稚園
5歳 いしやま　しほ あさひ幼稚園
5歳 さかうえ　そら 蓮野こども園
5歳 おぐり　そら 沼垂幼稚園
5歳 安藤　佐和 亀代こども園
5歳 平野　海羅 亀代こども園
5歳 西川　雫華 新津第三幼稚園
5歳 さとう　ゆきと 蓮野こども園
5歳 たなか　るのん 蓮野こども園
5歳 いしだ　ちか 栄光幼稚園
5歳 北島　紗弥子 新潟南保育園
5歳 石丸　れい 京王幼稚園

【造形活動部門】 園・校名 グループ名 活動名
小合東幼稚園 ５歳児年長組と新潟市立小合東小学校４年生「お兄さん，お姉さんと一緒に作るの楽しいな」～４年生と一緒にふしぎな木を作るの巻～
牡丹山幼稚園 ５歳児年長たけ組 サンドアート　すなであそぶ
真人幼稚園　 ５歳児そらぐみ おみこし　みんなの国の守り神「レインボーイーグル」
沼垂幼稚園 年長５歳児つき組 ともだちと　つくるって　たのしいね♪
旭が丘幼稚園 ５歳児年長合同 あつまれ！みんなのひみつきち！
大野小学校 ３年生 世界に一つだけの茶豆スイーツをつくろう！！造形活動で地域とつながる～生活や社会と豊かに関わる～
田上中学校 ２年生＆美術部 KaZaaNa（かざあな）田上町第２回湯のまち巡り軒先アートギャラリー出品作品
県立上越特別支援学校 高等部三年各教科等を合わせて指導を行う教育課程学級 来校者にやさしい学校表示を作ろう～地域の公共施設を活用して～

奨　励　賞

【写真・ＣＧ部門】

【平面作品部門】

(優秀賞)
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小学校の部
学年 氏　名 校　　名
1年 さかうえ　りこ 松浜小学校
1年 すずき　しゅう 松浜小学校
1年 ひろた　ゆの 松浜小学校
1年 長田　龍斗 太夫浜小学校
1年 ながい　しゅう 濁川小学校
1年 たかはし　るか 葛塚小学校
1年 こまつ　るな 葛塚小学校
1年 はたの　もか 葛塚小学校
1年 川﨑　智仁 太田小学校
1年 藤田　　穂 太田小学校
1年 市井　もえか 木崎小学校
1年 あべ　しらい 早通南小学校
1年 今井　明依 山の下小学校
1年 細貝　柚花 山の下小学校
1年 近藤　晴日 大形小学校
1年 加藤　夏美 大形小学校
1年 堀井　愛菜 大形小学校
1年 石井　瑠花 中野山小学校
1年 関根　歩花 東山の下小学校
1年 佐藤　朝日 東山の下小学校
1年 佐藤　花帆 東山の下小学校
1年 さとう　ゆいと 牡丹山小学校
1年 及川　　舞 牡丹山小学校
1年 大滝　結萌 東中野山小学校
1年 小川　紗季 東中野山小学校
1年 伊藤　大嬉 竹尾小学校
1年 田村　一己 江南小学校
1年 神谷　恵汰 浜浦小学校
1年 松本　悟優 浜浦小学校
1年 田代　　花 浜浦小学校
1年 池田　汐那 白山小学校
1年 大野　晴輝 白山小学校
1年 山本　玲葵 新潟小学校
1年 髙松　優吏 新潟小学校
1年 本間　遼平 日和山小学校
1年 小池　はんな 沼垂小学校
1年 北谷　拓巳 上所小学校
1年 吉澤　篤翔 上所小学校
1年 早川　雄翔 鳥屋野小学校
1年 榎本　大輝 笹口小学校
1年 関　　陽向 女池小学校
1年 玉木　苺羽 女池小学校
1年 渡邊　治樹 女池小学校
1年 丹　　爽翔 有明台小学校
1年 野口　実玖 有明台小学校
1年 小林　文裕 上山小学校
1年 高瀬　莉々 桜が丘小学校
1年 石山　大地 大淵小学校
1年 野上　妃菜 東曽野木小学校
1年 橋本　美瑠 東曽野木小学校
1年 五十嵐　あかり 横越小学校
1年 佐藤　寛大 横越小学校
1年 叶野　天空赳 早通小学校
1年 渡辺　優心 亀田東小学校
1年 齋藤　梓紗 亀田西小学校
1年 根本　麟太郎 亀田西小学校
1年 丸山　舞音 新津第一小学校
1年 井浦　みずき 新津第二小学校　
1年 かみむら　そうた 新津第三小学校
1年 あいだ　ここり 新津第三小学校
1年 くまさか　あんな 新津第三小学校
1年 浅間　凛愛 満日小学校
1年 木津　優芯 満日小学校
1年 皆川　結太 満日小学校
1年 坂井　海煌 結小学校
1年 黒﨑　優里 荻川小学校
1年 山下　誠仁 荻川小学校
1年 猪股　風葵 金津小学校
1年 眞柄　姫菜子 金津小学校
1年 いとう　ゆうき 阿賀小学校
1年 みやぎ　そうた 阿賀小学校
1年 小栁　かなで 小須戸小学校
1年 砂井　実希 小須戸小学校
1年 長井　広樹 白根小学校
1年 竹石　実結 白根小学校
1年 石附　こころ 大通小学校
1年 小林　あい 小針小学校
1年 岡地　遥香 新通小学校
1年 片桐　翔梧 新通小学校
1年 南條　砂羽 内野小学校
1年 飯原　維海 内野小学校
1年 岡澤　慶大 笠木小学校
1年 内　　風歌 真砂小学校
1年 星野　瑠夏 真砂小学校
1年 佐野　史弥 真砂小学校
1年 乙山　謙人 五十嵐小学校
1年 髙橋　心菜 五十嵐小学校
1年 濱口　　周 五十嵐小学校
1年 筒井　亜依香 五十嵐小学校
1年 尾潟　絵梨奈 五十嵐小学校
1年 梨本　彩夏 五十嵐小学校
1年 五十嵐　妃奈 坂井輪小学校
1年 梅田　希愛 坂井輪小学校
1年 土田　侑奈 坂井東小学校

(奨励賞)

学年 氏　名 校　　名
1年 池田　有紗 西内野小学校
1年 佐久間　温花 西内野小学校
1年 下坂　絢音 西内野小学校
1年 武本　遥翔 西内野小学校
1年 鶴巻　育実 西内野小学校
1年 森山　瑠泉 西内野小学校
1年 田村　希花 西内野小学校
1年 八木　　晶 西内野小学校
1年 こじま　さくらこ 東青山小学校
1年 ひらはら　よしのり東青山小学校
1年 大澤　慎太 大野小学校
1年 大谷　優衣 黒埼南小学校
1年 山際　亜紗果 黒埼南小学校
1年 解良　光希 山田小学校
1年 武田　寛紀 山田小学校
1年 佐藤　　蓮 立仏小学校
1年 渡邉　一花 立仏小学校
1年 土屋　穂乃花 鎧郷小学校
1年 秋原　佑大 升潟小学校
1年 大岩　優莉奈 升潟小学校
1年 山城　　愛 升潟小学校
1年 たけだ　かりん 潟東小学校
1年 おおたに　いちか 潟東小学校
1年 ひぐち　さくら 巻南小学校
1年 品田　絢音 漆山小学校
1年 高島　　尊 五十公野小学校
1年 佐久間　思紀 住吉小学校
1年 皆川　彩里 東豊小学校
1年 前島　由奈 東豊小学校
1年 齋藤　　葵 荒橋小学校
1年 加藤　星那 瀬波小学校
1年 にいの　たいよう 保内小学校
1年 横山　みのり 神納東小学校
1年 森田　悠成 西神納小学校
1年 渡邊　紗奈 西神納小学校
1年 板垣　健太 朝日みどり小学校
1年 板垣　　颯 朝日みどり小学校
1年 小田　永眞 塩野町小学校
1年 捧　　壱星 五泉小学校
1年 囲　　結太 五泉小学校
1年 さとう　はるか 橋田小学校
1年 齋藤　穂乃香 保田小学校
1年 五十嵐　藍 水原小学校
1年 石田　隆也 水原小学校
1年 中川　奈桜 畑野小学校
1年 岡﨑　琴羽 真野小学校
1年 鈴木　心晴 中条小学校
1年 平山　夢彩 黒川小学校
1年 二宮　千凪 蓮野小学校
1年 齊藤　義晃 蓮野小学校
1年 肥田野　瑞姫 山倉小学校
1年 磯辺　梨杏 山倉小学校
1年 すぎさき　そら 津川小学校
1年 金子　和莉 燕西小学校
1年 遠藤　麗美子 燕西小学校

2年 今野　佑哉 松浜小学校
2年 坂上　結逢 松浜小学校
2年 村山　結飛 太夫浜小学校
2年 佐藤　夏音 濁川小学校
2年 成田　　雫 葛塚小学校
2年 高橋　宏輔 葛塚小学校
2年 栗林　優奈 葛塚小学校
2年 安達　心音 葛塚小学校
2年 漆間　　玲 葛塚小学校
2年 阿部　優樹 葛塚小学校
2年 林　　遼馬 葛塚小学校
2年 吉田　和華 葛塚東小学校
2年 田中　陽菜 葛塚東小学校
2年 大竹　陸也 木崎小学校
2年 小林　かえで 岡方第一小学校
2年 長谷川　想十 岡方第二小学校
2年 井川　悠菜 大形小学校
2年 玉木　聖人 桃山小学校
2年 秦　崚太郎 下山小学校
2年 渡邉　凛成　 牡丹山小学校
2年 神田　遥陽 牡丹山小学校
2年 佐藤　心結 牡丹山小学校
2年 岩﨑　紀燎 牡丹山小学校
2年 青柳　連太朗 南中野山小学校
2年 村山　由季 南中野山小学校
2年 伊丹　壮志 南中野山小学校
2年 仁部　遥眞 南中野山小学校
2年 大竹　悠士 江南小学校
2年 新木　槙人 江南小学校
2年 岩木　大河 江南小学校
2年 大滝　元悠 江南小学校
2年 土田　幸太 江南小学校
2年 河南　礼音 浜浦小学校
2年 たにさわ　おうすけ鏡淵小学校
2年 栁沼　里紗 白山小学校
2年 柴崎　怜子 新潟小学校
2年 高橋　ひかり 新潟小学校
2年 大竹　彪月 山潟小学校

学年 氏　名 校　　名
2年 萩野　里菜 鳥屋野小学校
2年 田邉　千皓 笹口小学校
2年 関　　奏十 女池小学校
2年 田中　日和 女池小学校
2年 佐藤　壮真 上山小学校
2年 朝倉　大雅 上山小学校
2年 田中　太一 上山小学校
2年 山岸　　誠 上山小学校
2年 黒木　俊太朗 紫竹山小学校
2年 中沢　心菜 紫竹山小学校
2年 八木　彩花 丸山小学校
2年 土橋　一斗 丸山小学校
2年 今成　愛那 東曽野木小学校
2年 米山　　光 横越小学校
2年 明間　理央 亀田小学校
2年 小田　彪斗 亀田小学校
2年 矢代　結菜 亀田小学校
2年 荒井　七海 亀田小学校
2年 田辺　あいな 亀田小学校
2年 平松　実華 亀田小学校
2年 桑原　未有 亀田小学校
2年 佐藤　　歩 亀田小学校
2年 佐藤　圭悟 亀田東小学校
2年 平田　杏実 亀田東小学校
2年 阿部　　弥 亀田東小学校
2年 萩野　美夏 亀田東小学校
2年 中川　幸夏 亀田東小学校
2年 須戸　花音 亀田西小学校
2年 鶴巻　夏菜 新津第一小学校
2年 伊藤　夢華 新津第一小学校
2年 森本　心陽 新津第二小学校　
2年 大門　明日香 新津第三小学校
2年 岡田　大聖 新津第三小学校
2年 横山　　誓 新津第三小学校
2年 木津　恒輝 満日小学校
2年 山本　舞音 結小学校
2年 番場　駿仁 結小学校
2年 杵鞭　志月 結小学校
2年 佐々木　健吾 結小学校
2年 入井　美優 結小学校
2年 酒井　智成 荻川小学校
2年 小林　あさ 小須戸小学校
2年 伊勢亀　優 小林小学校
2年 坂上　虎太郎 白根小学校
2年 小熊　亜美 白根小学校
2年 清水　実音 白根小学校
2年 大野　流聖 大鷲小学校
2年 長谷川　結愛 根岸小学校
2年 大橋　　蒼 月潟小学校
2年 反町　佳帆 小針小学校
2年 永山　ほほみ 小針小学校
2年 佐野　愛染 小針小学校
2年 馬場　あいみ 小針小学校
2年 増井　理桜 新通小学校
2年 町田　航来 新通小学校
2年 清水　翔哉 新通小学校
2年 福田　健晴 新通小学校
2年 加藤　衣麻里 小瀬小学校
2年 佐藤　和奏 坂井東小学校
2年 上田　康介 西内野小学校
2年 渡辺　大晶 東青山小学校
2年 関塚　真央 大野小学校
2年 久保　魁生 大野小学校
2年 關川　さやの 山田小学校
2年 田中　珠里 山田小学校
2年 倉嶋　大翔 立仏小学校
2年 樋口　結花 立仏小学校
2年 遠藤　優気 曽根小学校
2年 藤井　広翔 升潟小学校
2年 髙田　玲我 巻南小学校
2年 岩﨑　晴流 巻南小学校
2年 加藤　仁那 外ヶ輪小学校
2年 後藤　那菜 御免町小学校
2年 若月　悠之 五十公野小学校
2年 吉成　陽乃 五十公野小学校
2年 加藤　昊輝 五十公野小学校
2年 井口　快晴 住吉小学校
2年 伊藤　あんの 住吉小学校
2年 渡邊　俐珠 本田小学校
2年 加藤　柾樹 藤塚小学校
2年 中野　裕翔 加治川小学校
2年 小池　さくら 加治川小学校
2年 鎌田　葵衣 村上小学校
2年 五十嵐　大雅 村上南小学校
2年 水澤　伸輝 保内小学校
2年 平田　　幹 保内小学校
2年 亀井　志乃 神納東小学校
2年 増子　奏太 猿沢小学校
2年 玉木　歩希 猿沢小学校
2年 相馬　拓己 塩野町小学校
2年 さとう　しんのすけ さんぽく南小学校
2年 五十嵐　百合子 五泉小学校
2年 山口　結大 五泉小学校
2年 山﨑　芽生 愛宕小学校
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(奨励賞)
学年 氏　名 校　　名
2年 長谷川　凱斗 愛宕小学校
2年 釣巻　彩奈 赤坂小学校
2年 田村　奈々 安野小学校
2年 遠藤　来一 神山小学校
2年 松村　心結 前浜小学校
2年 本間　璃子 両津小学校
2年 濱口　凌佑 金井小学校
2年 本間　海翔 行谷小学校
2年 中村　一葉 畑野小学校
2年 松村　音初 羽茂小学校
2年 金子　怜和 赤泊小学校
2年 加藤　玲音斗 中条小学校
2年 遠藤　遙也 築地小学校
2年 大野　花華 山倉小学校
2年 加藤　　栞 吉田北小学校
2年 田中　美咲 今町小学校
2年 松永　いつか 今町小学校

3年 加藤　蘭々 松浜小学校
3年 中沢　歩夢 松浜小学校
3年 山田　茉穂 松浜小学校
3年 斉藤　健義 松浜小学校
3年 須貝　愛美 松浜小学校
3年 大滝　伶来 太夫浜小学校
3年 福澤　富士太 濁川小学校
3年 石井　良一 木崎小学校
3年 蓑田　逢入 早通南小学校
3年 石田　央砥 早通南小学校
3年 後藤　悠日 大形小学校
3年 本田　優奈 大形小学校
3年 山﨑　美羽 大形小学校
3年 佐藤　玲奈 大形小学校
3年 小林　大悟 東山の下小学校
3年 安藤　咲栄 東山の下小学校
3年 渋谷　真優 東山の下小学校
3年 佐藤　桜輝 下山小学校
3年 渡邊　太暉 牡丹山小学校
3年 佐藤　亜希人 東中野山小学校
3年 吉倉　梨乃 南中野山小学校
3年 関　　蒼紫 江南小学校
3年 川上　修哉 江南小学校
3年 多田　悠花 浜浦小学校
3年 河内　環奈 白山小学校
3年 本田　英雄 白山小学校
3年 水澤　佳乃 白山小学校
3年 佐藤　明日佳 白山小学校
3年 北浦　悠太 白山小学校
3年 菅原　菜佑 白山小学校
3年 馬場　一真 白山小学校
3年 多田　美侑 白山小学校
3年 大塚　知希 白山小学校
3年 中村　拓海 上所小学校
3年 谷口　景虎 上所小学校
3年 渡邊　唯人 上所小学校
3年 桒野　裕悟 上所小学校
3年 小林　虹心 笹口小学校
3年 坪谷　心菜 笹口小学校
3年 近藤　大晴 上山小学校
3年 村松　和香 上山小学校
3年 村川　真央 上山小学校
3年 鈴木　快人 上山小学校
3年 徐　　智慧 上山小学校
3年 鈴木　凛太郎 上山小学校
3年 林　　雅大 上山小学校
3年 田中　寿和 上山小学校
3年 松本　優芽 上山小学校
3年 神田　悠登 上山小学校
3年 石丸　智陽 桜が丘小学校
3年 信濃　美也子 桜が丘小学校
3年 岩井　咲綺 桜が丘小学校
3年 小林　彩音 桜が丘小学校
3年 山﨑　悠夏 桜が丘小学校
3年 佐藤　壱覇 紫竹山小学校
3年 小田　彩乃 紫竹山小学校
3年 荒木　琥太朗 紫竹山小学校
3年 串田　ほのか 丸山小学校
3年 齋藤　航太郎 横越小学校
3年 谷　　眞凰 早通小学校
3年 広田　稜 早通小学校
3年 若月　凰河 亀田東小学校
3年 石川　智哉 亀田西小学校
3年 阿部　卓土 新津第一小学校
3年 田邊　彩夏 新津第一小学校
3年 小林　花歩 新津第一小学校
3年 志田　海仁 新津第一小学校
3年 神田　敬梧 新津第一小学校
3年 井上　翔琉 新津第一小学校
3年 小林　拓飛 新津第三小学校
3年 大平　紗永 結小学校
3年 齋藤　心優 結小学校
3年 西山　琉翔 結小学校
3年 渡邊　洸太 小合東小学校
3年 高野　澪桜 小合小学校
3年 井浦　碧月 阿賀小学校
3年 渡邊　愛未 矢代田小学校

学年 氏　名 校　　名
3年 赤塚　天飛 新飯田小学校
3年 米野　智春 茨曽根小学校
3年 遠藤　　竜 大通小学校
3年 庭野　　柊 小針小学校
3年 渡邊　奏音 小針小学校
3年 板垣　さくら 小針小学校
3年 鈴木　崚平 小針小学校
3年 石川　裕依 小針小学校
3年 山本　勇気 内野小学校
3年 若杉　明日風 内野小学校
3年 大下　楓佳 青山小学校
3年 田中　洪如 坂井輪小学校
3年 髙橋　啓太朗 坂井東小学校
3年 川島　丈三郎 坂井東小学校
3年 中野　由麻 西内野小学校
3年 相馬　美紀 西内野小学校
3年 朝妻　希空 西内野小学校
3年 加藤　正樹弥 西内野小学校
3年 堀江　柚貴 西内野小学校
3年 大川　はるか 東青山小学校
3年 金子　もも 大野小学校
3年 中野　拓海 大野小学校
3年 遠藤　みいな 黒埼南小学校
3年 皆川　友作 立仏小学校
3年 渡邉　碧日 和納小学校
3年 赤塚　昂太 潟東小学校
3年 髙木　ちはる 中之口西小学校
3年 保倉　陸人 中之口西小学校
3年 皆川　昊汰朗 巻南小学校
3年 葛見　夏希 御免町小学校
3年 原　　彩夏 御免町小学校
3年 藤間　拓人 川東小学校
3年 小柳　海翔 佐々木小学校
3年 米山　咲希 住吉小学校
3年 渡邊　　陸 藤塚小学校
3年 渡邊　　慧 加治川小学校
3年 木村　莉玖 村上小学校
3年 磯部　孝太郎 保内小学校
3年 奥山　　凜 保内小学校
3年 金光　莉久斗 保内小学校
3年 大倉　　舞 西神納小学校
3年 鈴木　晴太 朝日みどり小学校
3年 板垣　　成 さんぽく北小学校
3年 小林　きらら 五泉南小学校
3年 竹内　梓韻 五泉南小学校
3年 長谷川　瑛生 巣本小学校
3年 武藤　龍翔 水原小学校
3年 水澤　友希乃 水原小学校
3年 谷　　刹那 前浜小学校
3年 磯西　優希 金井小学校
3年 土岐　　和 新穂小学校
3年 川岸　　響 真野小学校
3年 本田　紘規 きのと小学校
3年 大谷　星歌海 きのと小学校
3年 山田　莉生 築地小学校
3年 佐藤　遼河 燕西小学校
3年 浅間　菜奈 吉田小学校
3年 田中　華蓮 大崎小学校
3年 諸橋　一樹 大崎小学校

4年 星野　未奈実 南浜小学校
4年 難波　采良 太夫浜小学校
4年 水野　陽晴 濁川小学校
4年 坂井　　凜 濁川小学校
4年 大山　彩斗 葛塚小学校
4年 樋口　未来 葛塚東小学校
4年 小堀　有加 木崎小学校
4年 小林　龍十 笹山小学校
4年 山口　侑愛 早通南小学校
4年 儀同　憲斗 岡方第一小学校
4年 藏谷　圭汰 山の下小学校
4年 永井　孝樹 大形小学校
4年 古川　　拓 中野山小学校
4年 本間　舜涼 木戸小学校
4年 五十嵐　佳 東山の下小学校
4年 坂井　　葵 東山の下小学校
4年 小野崎　晴 東山の下小学校
4年 深瀨　嘉織 桃山小学校
4年 三膳　翔空 牡丹山小学校
4年 石川　　歩 竹尾小学校
4年 鶴巻　優虹 竹尾小学校
4年 戸井　陽彩 江南小学校
4年 我那覇　元太 浜浦小学校
4年 玉田　歩実 浜浦小学校
4年 江口　　諒 関屋小学校
4年 山本　華憐 鏡淵小学校
4年 上村　綾美 白山小学校
4年 石塚　沙梨羽 白山小学校
4年 竹村　周三 新潟小学校
4年 イム　ロマン 新潟小学校
4年 鈴木　壮大 万代長嶺小学校
4年 齋藤　真優 沼垂小学校
4年 牧　　春那 上所小学校
4年 西川　侑希 上所小学校
4年 中島　菜乃加 女池小学校

学年 氏　名 校　　名
4年 渡辺　紗妃 女池小学校
4年 村山　明衣 女池小学校
4年 関　愛結実 女池小学校
4年 阿部　和奏 上山小学校
4年 松山　明日香 上山小学校
4年 浅井　美紀 桜が丘小学校
4年 吉田　陽結 桜が丘小学校
4年 本間　隆希 桜が丘小学校
4年 髙見　　滉 紫竹山小学校
4年 仁多見　和音 丸山小学校
4年 藤田　優奈 両川小学校
4年 神内　碧衣 東曽野木小学校
4年 高橋　春妃 横越小学校
4年 田中　　空 横越小学校
4年 佐藤　ゆり子 早通小学校
4年 佐藤　杏珠 亀田東小学校
4年 石川　優樹 新津第一小学校
4年 石井　翔太 新津第二小学校　
4年 竹内　愛結 新津第三小学校
4年 長谷川　結人 新津第三小学校
4年 杵鞭　唯奈 満日小学校
4年 後藤　怜美 結小学校
4年 大久保　春花 荻川小学校
4年 稲垣　景虎 荻川小学校
4年 三浦　杏南 荻川小学校
4年 村山　丈斗 荻川小学校
4年 櫻井　好香 荻川小学校
4年 鈴木　舜矢 阿賀小学校
4年 板谷　咲希 白根小学校
4年 柏　　唯花 白根小学校
4年 後藤　陽美 大通小学校
4年 嶋田　那由汰 大通小学校
4年 片桐　　晋 小針小学校
4年 長　　千絢 新通小学校
4年 保科　万由 内野小学校
4年 安藤　悠也 内野小学校
4年 近藤　紫渚 真砂小学校
4年 佐藤　理眞 真砂小学校
4年 宮下　凉羽 五十嵐小学校
4年 海津　美月 坂井輪小学校
4年 マシュウズ  オリー  拓 坂井輪小学校
4年 石田　　明 坂井東小学校
4年 伊藤　　唯 坂井東小学校
4年 金子　紫史 西内野小学校
4年 高杉　駿佑 西内野小学校
4年 青﨑　大耀 東青山小学校
4年 鈴木　和奏 東青山小学校
4年 永野　千乃 東青山小学校
4年 笠原　心花 大野小学校
4年 小貫　海穏 岩室小学校
4年 川井　桃羽 曽根小学校
4年 岡本　晃樹 潟東小学校
4年 佐藤　彩加 中之口東小学校
4年 笹川　桜雅 巻北小学校
4年 青木　爽介 巻北小学校
4年 山田　真矢 新大附属新潟小学校
4年 吉田　梨乃 外ヶ輪小学校
4年 新保　愛友 外ヶ輪小学校
4年 長谷川　碧 猿橋小学校
4年 髙橋　温音 御免町小学校
4年 鈴木　寛人 五十公野小学校
4年 小池　駿輔 七葉小学校
4年 木村　太一 佐々木小学校
4年 本間　丈太郎 東豊小学校
4年 熊倉　実咲 東豊小学校
4年 大沼　光梨 加治川小学校
4年 鈴木　　椛 村上小学校
4年 後藤　琉也 村上南小学校
4年 駒澤　楽空 保内小学校
4年 菅原　凜々 朝日みどり小学校
4年 富樫　　湊 さんぽく北小学校
4年 山﨑　柊斗 五泉小学校
4年 込山　文埜 五泉小学校
4年 熊倉　倖助 川東小学校
4年 鈴木　琢磨 両津小学校
4年 内海　　尊 両津吉井小学校
4年 佐藤　埜愛瑠 両津吉井小学校
4年 後藤　悠希 加茂小学校
4年 中川　理桜 相川小学校
4年 本間　未咲 高千小学校
4年 村山　千夏 河原田小学校
4年 猪羽　李幸 金井小学校
4年 小池　真尋 新穂小学校
4年 髙野　璃乃亜 真野小学校
4年 近藤　天栞 中条小学校
4年 石栗　煌大 胎内小学校
4年 花野　昊奈 きのと小学校
4年 大谷　隆之介 蓮野小学校
4年 近藤　心里 山倉小学校
4年 長谷川　乃愛 津川小学校
4年 本保　日菜佳 粟島浦小学校
4年 齊藤　春菜 吉田北小学校
4年 村上　明日香 吉田北小学校
4年 岡村　芽依 名木野小学校
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中学校の部
学年 氏　名 校　　名
中1 渡邉　莉菜 吉田中学校
中1 松田　雪那 愛宕中学校
中1 若月　美羽 下山中学校
中1 渡邊　沙里奈 横越中学校
中1 小野　　華 白南中学校
中1 倉地　浩人 川東中学校
中1 後藤　ゆらら 五泉北中学校
中1 浅川　琴美 加茂中学校
中1 西川　　椿 猿橋中学校
中1 篠川　沙耶 亀田西中学校
中1 村松　明花 上山中学校

中2 吉田　凜々花 横越中学校
中2 永井　　悠 吉田中学校
中2 石川　日和 小新中学校
中2 佐藤　桃香 下山中学校
中2 中村　菜乃葉 猿橋中学校
中2 瀧澤　玲奈 下山中学校
中2 齋藤　紗葉 豊浦中学校
中2 河内　凜太朗 大形中学校
中2 筒井　乃紅 亀田中学校
中2 高橋　雪菜 黒埼中学校
中2 亀井　ひなた 吉田中学校

中3 石﨑　　航 白南中学校
中3 野﨑　野花 京ヶ瀬中学校
中3 白井　里奈 小新中学校
中3 藤﨑　心友美 横越中学校
中3 大塚　もも 五泉北中学校
中3 並木　心愛 東新潟中学校
中3 伊藤　あゆ 三川中学校
中3 神原　眞衣 横越中学校
中3 山﨑　涼太 横越中学校
中3 滝澤　　陽 下山中学校
中3 畔上　　礼 横越中学校

高等学校の部
学年 氏　名 校　　名
高2 門口　京汰郎 県立佐渡特別支援学校

学年 氏　名 校　　名
小5 中野　日満里 金津小学校
小6 伊藤　輝月 金津小学校
小6 熊倉　笙太 五泉南小学校
高1 川又　　楓 柏崎翔洋中等教育学校
高1 廣井　沙也佳 いじみの分校竹俣校
高2 速水　のあ いじみの分校竹俣校
高3 廣川　　成 いじみの分校竹俣校
高3 細野　翔太 いじみの分校竹俣校
高3 野﨑　　健 いじみの分校竹俣校

学年 氏　名 校　　名
5年 柳　　幸弥 松浜小学校
5年 和田　陽斗 太田小学校
5年 山田　星羅 太田小学校
5年 阿部　　葵 木崎小学校
5年 池田　　希 豊栄南小学校
5年 池上　叶永 大形小学校
5年 藤村　成美 東山の下小学校
5年 近藤　亜美 東山の下小学校
5年 近藤　雛香 東山の下小学校
5年 兼古　帆七海 桃山小学校
5年 関本　　優 牡丹山小学校
5年 池浦　七彩 牡丹山小学校
5年 石垣　冴基 東中野山小学校
5年 金子　陸斗 東中野山小学校
5年 小林　優汰 竹尾小学校
5年 渡邉　未来 南中野山小学校
5年 吉田　瑞希 南中野山小学校
5年 小山　広暖 江南小学校
5年 小島　奈々生 江南小学校
5年 吉田　心 浜浦小学校
5年 佐藤　愛 浜浦小学校
5年 島　　泰佑 関屋小学校
5年 相川　　悠 白山小学校
5年 平尾　心乙 白山小学校
5年 鍋谷　　晴 日和山小学校
5年 花野　妙恵 日和山小学校
5年 川内　理幹 山潟小学校
5年 霜鳥　萌衣 山潟小学校
5年 岡部　結衣 上所小学校
5年 上野　優斗 鳥屋野小学校
5年 浅井　杏南 笹口小学校
5年 五十嵐　季子 笹口小学校
5年 島名　　唯 笹口小学校
5年 田中　琴葉 女池小学校
5年 佐藤　龍汰朗 女池小学校
5年 羽田野　勇流 南万代小学校
5年 利重　　凛 南万代小学校
5年 江良　裕之 南万代小学校
5年 米山　里彩 上山小学校
5年 松田　花怜 紫竹山小学校
5年 大澤　苺未 丸山小学校
5年 堀　　悠愛 東曽野木小学校
5年 野村　琉夢 東曽野木小学校
5年 佐野　俊明 東曽野木小学校
5年 小池　葉月 横越小学校
5年 富樫　ひなた 早通小学校
5年 今泉　　空 早通小学校
5年 小島　ゆずか 亀田東小学校
5年 松井　將宗 亀田東小学校
5年 鶴間　琴羽 亀田西小学校
5年 前田　紗弥香 新津第一小学校
5年 廣瀬　　彩 新津第三小学校
5年 清水　心晴 満日小学校
5年 安藤　万純 結小学校
5年 伊藤　姫奏 金津小学校
5年 小林　真琳 金津小学校
5年 小川　理貴 金津小学校
5年 伊藤　洋紀 金津小学校
5年 田辺　もえ 新関小学校
5年 本間　大地 新関小学校
5年 大和　聖季 小須戸小学校
5年 風間　葦織 小林小学校
5年 齋藤　駿介 小針小学校
5年 伊藤　萌那 小針小学校
5年 岩野　くるみ 新通小学校
5年 若杉　真希 内野小学校
5年 佐藤　奈央 青山小学校
5年 坂　　真綾 青山小学校
5年 長谷川　大和 五十嵐小学校
5年 村山　侑勢 五十嵐小学校
5年 斎藤　晴輝 坂井輪小学校
5年 長谷川　美優 坂井東小学校
5年 伊藤　翔大 西内野小学校
5年 窪田　　晴 西内野小学校
5年 白井　琉雅 東青山小学校
5年 大橋　祐佳 東青山小学校
5年 鈴木　翔真 大野小学校
5年 月岡　　夢 大野小学校
5年 佐藤　　杏 立仏小学校
5年 浅田　彩花 岩室小学校
5年 吉田　華純 鎧郷小学校
5年 諏訪　武蔵 潟東小学校
5年 中村　汰成 巻南小学校
5年 鈴木　育弥 巻北小学校
5年 細井　希来里 猿橋小学校
5年 眞柄　　鈴 猿橋小学校
5年 渡邉　るみな 御免町小学校
5年 大矢　菜々子 二葉小学校
5年 佐藤　利音 二葉小学校
5年 日水　結麻 二葉小学校
5年 五十嵐　大空 松浦小学校
5年 須藤　楓輝 川東小学校
5年 浅沼　楓姫 紫雲寺小学校
5年 浮田　想來 藤塚小学校
5年 菅原　あんり 村上南小学校

学年 氏　名 校　　名
5年 鈴木　紗弥 保内小学校
5年 笠原　菜央 保内小学校
5年 小川　晴都 金屋小学校
5年 羽田　朝陽 五泉南小学校
5年 江口　弘幸 五泉東小学校
5年 鈴木　　纏 巣本小学校
5年 伊藤　青子 橋田小学校
5年 高橋　彩佳 橋田小学校
5年 横山　彩七 橋田小学校
5年 加納　幸歩 橋田小学校
5年 佐藤　朱莉 分田小学校
5年 伊藤　淳実 水原小学校
5年 藤井　涼太 加茂小学校
5年 菊池　　禮 加茂小学校
5年 佐々木　惺迦 ニ宮小学校
5年 森谷　　旭 ニ宮小学校
5年 本間　利希斗 金井小学校
5年 坂下　智英 金井小学校
5年 北野　雅三 中条小学校
5年 佐藤　逢瑠 きのと小学校
5年 岡田　友希 築地小学校
5年 高橋　史哉 黒川小学校
5年 田村　瑞穂 黒川小学校
5年 齋藤　吏玖 山倉小学校
5年 伊藤　大礎 津川小学校
5年 阿部　有快 津川小学校
5年 長谷川　智則 鹿瀬小学校
5年 阿部　大和 西川小学校
5年 笹川　未来 小池小学校
5年 石川　奏慧 小中川小学校
5年 松田　春菜 吉田小学校
5年 柿嶌　優孝 大崎小学校

6年 皆川　椰恵 松浜小学校
6年 金田　人羽 南浜小学校
6年 マルシェフ  世海音 太夫浜小学校
6年 武田　健太 木崎小学校
6年 橋本　龍聖 早通南小学校
6年 神田　大地 岡方第一小学校
6年 菊地　しおり 岡方第二小学校
6年 中原　大樹 山の下小学校
6年 佐藤　渚紗 大形小学校
6年 玉置　蒼生 中野山小学校
6年 小島　颯汰 東山の下小学校
6年 髙橋　　蒼 下山小学校
6年 後藤　稜弥 牡丹山小学校
6年 三膳　　賢 牡丹山小学校
6年 伊藤　凜々花 東中野山小学校
6年 古俣　侑大 竹尾小学校
6年 堀　　風羽 南中野山小学校
6年 清水　康輔 南中野山小学校
6年 羽部　岳広 江南小学校
6年 長谷川　由来 関屋小学校
6年 逢坂　亮人 新潟小学校
6年 長谷川　楓 万代長嶺小学校
6年 永山　寧吏 鳥屋野小学校
6年 水嶋　諒太 女池小学校
6年 渡邉　　隼 早通小学校
6年 曽我　羽菜 亀田東小学校
6年 佐藤　　優 亀田西小学校
6年 佐久間　実咲 新津第一小学校
6年 田中　勇伍 新津第二小学校　
6年 長谷川　萌 新津第三小学校
6年 圡屋　　蓮 新津第三小学校
6年 小澤　暖人 結小学校
6年 小林　穂乃果 小合東小学校
6年 古田　拓夢 小合小学校
6年 武藤　優里 小須戸小学校
6年 山川　あい 矢代田小学校
6年 坂井　聡真 庄瀬小学校
6年 坂井　野乃花 白根小学校
6年 加茂　沙織 白根小学校
6年 河野　芽音 小針小学校
6年 渡辺　涼乃 新通小学校
6年 長谷川　侑希 新通小学校
6年 竹石　　凜 内野小学校
6年 伊藤　亜実 内野小学校
6年 小竹　澄子 内野小学校
6年 齋藤　幹太 赤塚小学校
6年 朝妻　　遥 赤塚小学校
6年 若林　旺祐 青山小学校
6年 長谷川　想楽 五十嵐小学校
6年 中村　江都 坂井輪小学校
6年 三浦　大地 坂井東小学校
6年 米山　心陽 東青山小学校
6年 足立　光生 大野小学校
6年 水野　流伽 大野小学校
6年 江川　　綾 黒埼南小学校
6年 河内　彩音 立仏小学校
6年 長坂　結良 立仏小学校
6年 市川　大地 立仏小学校
6年 堀部　未梨亜 岩室小学校
6年 田原　拓武 升潟小学校
6年 山川　泰輝 越前小学校
6年 番場　純奈 巻南小学校

学年 氏　名 校　　名
6年 五十嵐　桜太 巻北小学校
6年 星　　　心 猿橋小学校
6年 石山　こゆき 七葉小学校
6年 髙橋　沙羅 東豊小学校
6年 酒井　恋果 本田小学校
6年 奥村　真咲 加治川小学校
6年 本間　海遊 村上南小学校
6年 渡部　李樹 朝日みどり小学校
6年 早川　恭哉 五泉小学校
6年 伊藤　千紘 五泉小学校
6年 佐藤　　空 五泉南小学校
6年 齋藤　薫平 巣本小学校
6年 星　飛雄馬 橋田小学校
6年 武内　智希 村松小学校
6年 赤井田　春輝 保田小学校
6年 植木　香帆 水原小学校
6年 甲賀　総司 前浜小学校
6年 本間　佑希 両津小学校
6年 齋藤　颯太 加茂小学校
6年 藤井　美咲 加茂小学校
6年 田中　理玖 河原田小学校
6年 阿部　　嶺 ニ宮小学校
6年 渡辺　康介 金井小学校
6年 渡邊　心温 行谷小学校
6年 渡部　稜大 畑野小学校
6年 菊地　博貴 赤泊小学校
6年 内山　雅崇 胎内小学校
6年 佐藤　和夏奈 山倉小学校
6年 髙橋　吟路 亀代小学校
6年 阿部　光統 弥彦小学校
6年 小嶋　隼人 津川小学校
6年 浅見　　龍 三川小学校
6年 小島　　岳 粟島浦小学校
6年 酒井　大生 小池小学校
6年 坂井　柊太 名木野小学校
6年 佐藤　風香 加茂小学校

【写真・ＣＧ部門】

(奨励賞)


