
−1−

第14回   新潟教育アート展  審査評・入賞者一覧
平成30年１月４日（木）〜１月13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　永　井　高　志

　この度は，「第14回新潟教育アート展」においでいただきまして，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本展覧会は，皆様方からの深いご理

解と多大なご協力をいただいて開催しております。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，図画工作・美術教育の充実と，幼児・児童・生徒の健やかな成長を願って，
新潟県下越美術教育研究会並びに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
　○　新潟県内の幼稚園・保育園，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校を対象に募集しています。
　○�　造形遊びや共同制作，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。

　○　絵画や写真，コンピュータグラフィックの部門があります。

審査は
　審査は，県内外の大学の先生から審査員としておいでいただき，行っております。
　幼稚園・保育園，特別支援学校� � 上越教育大学　　　　松本　健義　先生
　小学校　１年�� � � � 鳴門教育大学　　　　山田　芳明　先生
　小学校　２年�� � � � 北海道教育大学　　　阿部　宏行　先生
　小学校　３年�� � � � 東京学芸大学　　　　相田　隆司　先生
　小学校　４年�� � � � 福井大学　　　　　　濱口　由美　先生
　小学校　５年�� � � � 岡山大学　　　　　　大橋　　功　先生
　小学校　６年�� � � � 東京学芸大学　　　　横内　克之　先生
　中学校・高等学校・写真・CG・活動部門� 新潟大学　　　　　　丹治　嘉彦　先生

　出品作品は，図画工作・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本展覧会を開催しています。図画工作・美術は，創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，いろいろな思いや願いが込められ
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をしています。

　○�　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，思いや楽しさが伝わっ
てくる作品）。

　○�　子どもと指導者，子ども同士の学び合い等，学びや対話等から生まれた作品であること（思いや
願いを深め，子どもが積極的に創造活動を行った作品）。

　今回は，21,261点の出品があり，入賞作品は，1,188点です。どの作品からも，子どもの声が聞こ
えてくるようです。入賞作品は，新潟市新津美術館２階全展示室に展示しました。どうぞ，ごゆっくり
とご鑑賞ください。
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平面作品部門　小学校

■ 小学校１年  
鳴門教育大学教育学部　准教授

　山田　芳明
　この時期の子どもたちは絵でお話をし
ます。描きながらどんどんお話が広がっ
ていきます。また，色への感覚も豊かで，

描きたいものを描くという，この時期にしか見ることの
できない子どもらしい表現があります。今回もそんな絵
とたくさん出会えたことをとても嬉しく思います。
　グランプリに選ばれた作品は，どれもそんな子どもら
しい絵です。
　家々を遙か下に眺めながら悠然と空を飛ぶ飛行機の絵。
ジャンボジェットでしょうか，客席の人々が楽しそうに
談笑している様子が子どもらしい視点で描かれています。
たくさんのビルを飲み込んだ大きな生き物が夕焼け空に
浮かんでいるような絵。眼下の町並みとつながっていて，
不思議な世界が広がっています。鮮やかな色彩に染まっ
た画用紙でつくられた水中生物の親子の絵。その回りで
子どもたちが楽しそうに泳いでいます。
　どの作品も楽しい絵の世界に引き込まれて物語に耳を
傾けたくなります。是非，皆さんも一緒に絵の世界を楽
しんでいただければと思います。�

■ 小学校２年  
北海道教育大学教育学部　教授

　阿部　宏行
　子どもは，自分の思いを絵に表します。
思いは，絵の中に表れますから，笑顔だ
ったり躍動した動きになったりします。

子どもの絵は大人のように見えるものを見えるようにか
きません。想像したことを子どもらしい表し方でかきま
す。それも絵の中に入り込んで，お話しするようにかき
ます。どうですか。絵から声が聞こえてきませんか。教

平面作品部門　幼稚園・保育園　特別支援学校
�

　幼・保は，楽しく充実した園での生活
経験と伸びやかな子どもたちの育ちを感
じさせる絵がたくさんありました。３歳
児は，まだはっきりとした形には表現さ
れてはいませんが，描いた形や色から子

どもの思いが広がり，描く喜びを感じさせる絵を選びま
した。４歳児は，いもほり，玉入れ，プール，お出かけ
等，活動的になった子どもの日々の感動が明快に表現さ
れた絵を選びました。５歳児は，経験やお話から思いや

イメージがどんどん広がる絵を選びました。小人たちの
キャラメル工場，三匹の子豚，宇宙旅行等，色や形，絵
や言葉から子どもの経験とイメージが豊かで自然に表現
されています。特別支援学校は，小学校から高等学校ま
で，思いを込めて一心に表現した絵を選びました。全体
に，日々の活動経験と表現を通して，子どもたちの思い
や感性が深まり，友達や先生やお家の人たちと共感的に
世界がつながり，豊かな毎日と生命力溢れるしなやかな
育ちが生まれていると感じました。

審査員より

室で生まれた作品からは，友だちの声や先生の柔らかな
声も聞こえてきますよ。グランプリに選ばれた作品で声
を聞くように見てください。子どもが何を表したかった
のか感じ取ることができますよ。虫がブランコに乗って
喜んでいますよ。相撲を応援する声も，大好きな自転車
に乗って風を感じ喜んでいる声も聞こえますよ。どうで
しょう。そうすると，この展示会場にあるどの絵からも
声が聞こえてきますね。自分の思いを絵に表すことは，
子どものつくりだす喜びにあふれているのです。（子ど
もは未来です。未来がかく絵は，私たちに幸福をもたら
します。どうぞ，子どもがかく未来を味わってくださ
い。）

■ 小学校３年  
東京学芸大学教育学部　教授

　相田　隆司
　作品を描いているときの，子どもたち
の手の動きや表情を想像しながら審査す
るように心がけました。グランプリの３

作品を紹介します。
　各国の旗が描かれている作品は，３年生の他のどの応
募作品にも似ていません。とても独創的です。さまざま
な国旗によって鮮やかに彩られた作品は，それらの色と
色が響き合うことによって見ることの楽しさも伝えてく
れるようです。
　遠い星の間か，深い海の中を描いたかのように見える
作品は，様々に切り取られた形が画面におもしろさを与
えています。形から思いついたことから表現が広がって
いった様子や，作者の楽しさが伝わるようです。
　小さな動物を大事そうに抱える人物が描かれた作品は，
やわらかい色で全体が描かれています。一緒に行った人
やお店の人との楽しい会話が聞こえてくるようです。お
店の広さも意識され，細部まで根気よく描かれています。
　指導される先生方には，引き続き子どもたちの決めた
主題や見つけた方法を支援していただきたいと思います。

上越教育大学学校教育学部　教授

松本　健義
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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

　見させてもらった作品から創造する喜
び，表現することの楽しさが画面から伝
わってきました。しかし，それらの作品
を審査するのは，とても難しい，そして，
酷なことでした。子どもたちが表現した

ものすべてにそれが宿っており，しかもそこから数限り
ない子どもたちの声が聞こえてきたことがその要因でも
ありました。しかしながら，それらの表現の中には実際
に支援を行った先生方の姿勢を見過ごすわけにはいきま
せん。子どもたちに寄り添い，そして，子どもそれぞれ
に沿った支援が適切に行われたことが大きいのではない
でしょうか。またその反面，あまりにも気持ちが入りす
ぎて，子どもたちの創造力を遮断させてしまっている作

■ 小学校４年  
福井大学教育学部　教授

　濱口　由美
　他教科での学習内容や日々の暮らしぶ
りが伝わってくる小学校4年生の作品を
見ていると，子どもたちにとって「絵に

表す」活動は，学習や暮らしの中の体験と出会い直し，
自分にとって意味ある経験へと組み替えていく活動でも
あることに改めて気づかされます。
　グランプリには，このような出会い直しのプロセスが
特に感じられた作品を選出しました。消防署見学の絵は，
煙立つ火災現場と重ねて表現された「はしご車」や「ホ
ース」等から，火災を最小限に抑えるための工夫を探ろ
うとした思考のプロセスを感じました。運動場を駆ける
子どもたちの絵には，描こうとする場面の状況をしっか
りと振り返ろうと，「茎が折れた花」や「木の後ろから
覗き見る子」を背景に描いたのではと思いを巡らせまし
た。不思議な花の世界が描かれた作品には，日常のお天
気や友だちとの遊びをファンタジーの眼差しから捉え直
すことで心踊る空想世界へと変容させていった制作プロ
セスを楽しく想像しました。
　今後も，一人一人の活動プロセスが尊重された作品が
集うコンクールであることを願っております。

■ 小学校５年  
�岡山大学大学院教育学研究科　教授

　大橋　　功
　同じ物語や自然教室の思い出をテーマ
にした題材や写真を元にした作品に偏っ
ているのが少し気になりました。もちろ

ん，児童の興味や関心，表したい思いや願い，創造的な
工夫等が見られる作品もあります。しかし，主題も画面
構成も，描き方もすべて同じでは，教師が描かせたかっ

たイメージしか見えてきません。
　グランプリに選ばれた作品では，花畑の色彩の美しさ
を粘り強く追求しているもの，カヌーに乗っている自分
の視線を鑑賞者と共有できるような画面構成を工夫して
いるもの，そして，現実世界と非現実世界を融合させな
がら，魚たちと盆踊りを踊るというファンタジックな主
題を生みだしているもの等，五年生らしいものの見方考
え方，その児童が表したかったことや，その実現に向け
て自己の可能性を最大限に発揮している姿が読み取れま
した。
　そして，その背景には，指導者による，児童の主体的
な表現活動を引き出すための，題材設定や導入の工夫が
読み取れました。

■ 小学校６年  
東京学芸大学教育学部　非常勤講師

　横内　克之
　子どもは，その発達に応じて空間をと
らえ絵や立体に表そうとします。そこに
は，その子なりの日々の営みでの体験や

学びが映し出されます。高学年の絵に表れる「奥行き」
とはそのようなものなのではないかな…と思いながら，
一人一人が絵に表そうとしたことをとらえました。
　グランプリの３作品には，子ども自身が見付けた空間
が，高学年らしい表現の工夫で表れています。バスケッ
トのゴールを体育館のギャラリーから見下ろしたのでし
ょう。手前に大きく描かれたゴールを狙う友人の真剣な
眼差しが，美しい床の模様から迫って来ます。また，校
舎の屋上で気付いたネットがつくる影の美しさ。その発
見があるから，屋上を囲うネットの遠近が，子どもらし
い表現として無理なく見えるのです。そして，タンクに
灯油を入れる仕事のお手伝いをしたのでしょうか？この
子が手にしたのは，遠近の表し方だけではありません。
そこには，自分が人の役に立った喜びも感じられます。

品も見受けました。ある意味子どもたちの表現を見守る
態度も必要であると感じます。
　それと今回審査をする際に，先生方とともに行うこと
をその中心に据えました。例えば小学校の先生が中学校
の生徒の作品に関して意見を述べたり，また中学校の先
生が園児の活動部門に賛美を述べたりといったことを盛
り込んだわけです。そこからいろいろな声が多面的に生
まれることが面白く，興奮すら生まれるのです。そして，
それらの作業が最終的に展覧会を子どもたちと先生方が
つくりあげたどこにもない展覧会となるはずです。「新
潟教育アート展」はそんな物語を醸し出す展覧会と言え
るでしょう。

� 新潟大学教育学部　教授

丹治　嘉彦
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第14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 小林　来芽 燕東幼稚園

幼稚園・保育園の部
歳 氏　名 園　　名

３歳 たかはし　ゆうせい 西幼稚園
３歳 いむら　みか 新津第一幼稚園
３歳 仁瓶　希栞 結幼稚園
３歳 さかい　はるおみ 小須戸幼稚園
３歳 根元　蓮 小千谷幼稚園

小学校の部
１年 髙橋　遼生 大形小学校
１年 髙橋　宏人 鏡淵小学校
１年 永岡　瑞基 御免町小学校

２年 鈴木　杜曖 大蒲原小学校
２年 岩﨑　晴 七浦小学校
２年 古澤　駿虎 小池小学校

小学校の部
学年 氏　名 校　　名
１年 みながわ　かんた 松浜小学校
１年 岡田　雫 下山小学校
１年 渡邊　新輝 牡丹山小学校
１年 高橋　幸希 鏡淵小学校
１年 原　銀士 上所小学校
１年 わたなべ　ゆら 女池小学校
１年 内田　澄海 有明台小学校
１年 滝澤　涼 紫竹山小学校
１年 海野　心春 紫竹山小学校
１年 かさはら　けんろう 曽野木小学校
１年 中村　咲来 東曽野木小学校
１年 真野　優奈 早通小学校
１年 丸山　朝陽 結小学校
１年 松本　励翔 荻川小学校
１年 小森　駿 荻川小学校
１年 塩澤　良弥 荻川小学校
１年 大場　陸空 臼井小学校
１年 わたなべ　わかな 赤塚小学校
１年 いしまる　よしはる 赤塚小学校
１年 倉嶋　玲奈 坂井輪小学校
１年 林　美妃 黒埼南小学校
１年 齋藤　ほのか 巻北小学校
１年 岩名　莉未 御免町小学校
１年 齋藤　叶空 御免町小学校
１年 新野　幸太郎 御免町小学校
１年 冨樫　元気 保内小学校
１年 小田　真也 塩野町小学校
１年 本田　煌河 塩野町小学校
１年 たかはし　そら 堀越小学校
１年 いまい　ゆうな 堀越小学校
１年 鈴木　洸翔 両津小学校
１年 岩崎　倖太 両津小学校
１年 本田　寧菜 中条小学校
１年 西　愛美 胎内小学校
１年 大野　夏寧 山倉小学校
１年 小林　壱太朗 小池小学校
１年 髙橋　颯寿 名木野小学校

２年 石岡　樹怜 葛塚東小学校
２年 瀬野　満月 中野山小学校
２年 田辺　龍成 中野山小学校

中学校の部
中１ 石井　心渚 横越中学校

高等学校の部
高３ 伊藤　彩乃 五泉高等学校

小６ 中野　里菜 金津小学校

歳・学年 氏　名 園・校名
４歳 尾﨑　咲和樹 新潟南保育園

【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
上所小学校 さくら・たいよう みんなでさつまいも畑をつくろう！！

【造形活動部門】 園・校名 グループ名 活動名
牡丹山幼稚園 年中きく組 光の色　セロハン紙で遊ぶ
曽野木小学校 しろはすすずかけ学級 しなの川で出会ったカモメたち

歳・学年 氏　名 園・校名
５歳 木村　健人 市之瀬幼稚園

３年 渡邉　倖奈 曽野木小学校
３年 平野　音花 築地小学校
３年 佐伯　駿斗 鹿瀬小学校

４年 井川　陸 大形小学校
４年 ★原　一華 佐々木小学校
４年 板垣　成 さんぽく北小学校

５年 石川　歩 竹尾小学校
５年 伊藤　涼音 南中野山小学校
５年 山岸　海翔 亀田西小学校
５年 横山　佳乃 吉田小学校

６年 松島　夢友 東山の下小学校
６年 樋口　新汰 潟東小学校
６年 池　藍希 金井小学校

中２ 篠川　沙耶 亀田西中学校 中３ 髙橋　世寧 横越中学校

歳 氏　名 園　　名
４歳 山口　大誠 結幼稚園
４歳 よこき　あつと 小須戸幼稚園
４歳 石山　幸汰 神宮学院　寺尾幼稚園
４歳 石本　ゆずな 京王幼稚園
４歳 信濃　拓巳 新潟南保育園

歳 氏　名 園　　名
５歳 城丸　愛奈 結幼稚園
５歳 岡固　絆愛 さわた幼稚園
５歳 ほしの　るな 蓮野こども園
５歳 斎藤　駿介 神宮学院　寺尾幼稚園
５歳 菊地　悠作 あおい幼稚園
５歳 中野　優希 親松幼稚園

学年 氏　名 校　　名
２年 水口　さゆみ 下山小学校
２年 木村　優亜 下山小学校
２年 坂井　颯真 東中野山小学校
２年 小原　拓真 南中野山小学校
２年 石附　真歩 鏡淵小学校
２年 田邊　綾花 女池小学校
２年 関本　拓真 女池小学校
２年 なかむら　あやの 曽野木小学校
２年 こばやし　みひろ 曽野木小学校
２年 小出　愛水 横越小学校
２年 土田　雛乃 亀田小学校
２年 窪田　佑生 亀田東小学校
２年 星野　大翔 亀田西小学校
２年 田中　康寛 新津第三小学校
２年 田部　成一郎 新津第三小学校
２年 高塚　翔大 金津小学校
２年 袖山　勇人 内野小学校
２年 長谷川　楓果 坂井輪小学校
２年 佐藤　夢菜 大野小学校
２年 武田　裕大 潟東小学校
２年 市川　亮介 外ヶ輪小学校
２年 花野　ちゆ 米子小学校
２年 阿部　楓莉 加治川小学校
２年 佐藤　りおん 村上南小学校
２年 和泉　心 橋田小学校
２年 五十嵐　智城 安田小学校
２年 桑原　暖乃羽 安田小学校
２年 相馬　瑞樹 安野小学校
２年 池田　灯 真野小学校
２年 齋藤　龍 蓮野小学校
２年 ⻆田　利裕 小池小学校
２年 長谷川　紡麦 小池小学校
２年 阿部　真奈花 小池小学校

３年 五十嵐　翼 葛塚小学校
３年 新納　正行 木崎小学校
３年 金子　寿々乃 下山小学校
３年 間島　優大 沼垂小学校
３年 楡原　光貴 山潟小学校
３年 佐藤　煌樹 紫竹山小学校
３年 佐藤　悠真 亀田小学校

学年 氏　名 校　　名
３年 山崎　弘太郎 亀田西小学校
３年 安澤　奏 新津第三小学校
３年 石田　望徠 矢代田小学校
３年 内山　大希 臼井小学校
３年 小松　大輝 月潟小学校
３年 岡　時正 小針小学校
３年 髙橋　恵里 新通小学校
３年 渡邉　歩夏 五十嵐小学校
３年 中村　誠恋 五十嵐小学校
３年 杣木　悠生 坂井東小学校
３年 朝妻　結愛 西内野小学校
３年 大野　佑介 外ヶ輪小学校
３年 鈴木　蒼生 五十公野小学校
３年 須貝　雅斗 住吉小学校
３年 五十嵐　大雅 村上南小学校
３年 野口　七海 村上南小学校
３年 野澤　結愛 砂山小学校
３年 増子　奏太 猿沢小学校
３年 渡辺　結愛 五泉南小学校
３年 五十嵐　大葵 安田小学校
３年 遠藤　心太朗 安田小学校
３年 高橋　悠 相川小学校
３年 倉田　廉 相川小学校
３年 細木　龍一 松ヶ崎小学校
３年 遠藤　龍虎 山倉小学校

４年 坂井　涼太 松浜小学校
４年 蓑田　逢入 早通南小学校
４年 一　剛資 大形小学校
４年 眞島　悠人 大形小学校
４年 長田　桃香 大形小学校
４年 金子　颯太 東山の下小学校
４年 関口　生吹 南中野山小学校
４年 白石　壮 関屋小学校
４年 小野塚　菜香 鏡淵小学校
４年 坂本　龍悟 新潟小学校
４年 八百枝　奈瑠 新潟小学校
４年 専徒　優磨 上所小学校
４年 田中　祐東 横越小学校
４年 佐藤　美羽 横越小学校
４年 石塚　優月 亀田西小学校
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中学校の部
学年 氏　名 校　　名
中１ 池田　紗羽 下山中学校
中１ 五十嵐　雄星 川東中学校
中１ 北　登志紀 佐渡特別支援学校

高等学校の部
学年 氏　名 校　　名
高１ 木村　明華 敬和学園高等学校

学年 氏　名 校　　名
小５ 杉山　愉己 金津小学校

学年 氏　名 校　　名
４年 飛澤　零 新津第一小学校
４年 熊倉　琢斗 新津第二小学校
４年 樋口　崚太 結小学校
４年 西山　竣介 庄瀬小学校
４年 中澤　咲希 白根小学校
４年 髙島　俐青 内野小学校
４年 伊東　流花 坂井輪小学校
４年 大島　美桜 西内野小学校
４年 吉田　燈子 大野小学校
４年 野澤　佳怜 巻北小学校
４年 五十嵐　陽風 佐々木小学校
４年 南浦　碧羽 佐々木小学校
４年 佐藤　花奏 加治川小学校
４年 村井　堅乙 保内小学校
４年 広瀨　英仁 橋田小学校
４年 計良　早紀 新穂小学校

５年 柴田　正成 中野山小学校
５年 髙桑　希美 下山小学校
５年 三膳　翔空 牡丹山小学校
５年 須藤　大揮 南中野山小学校
５年 阿部　ゆきの 江南小学校

学年 氏　名 校　　名
５年 黒井　信正 江南小学校
５年 丹治　琉羽 江南小学校
５年 佐藤　悠汰 浜浦小学校
５年 天野　莉玖 新潟小学校
５年 大堀　真由子 万代長嶺小学校
５年 浅井　健吾 山潟小学校
５年 野島　明莉 鳥屋野小学校
５年 磯野　すみれ 紫竹山小学校
５年 谷川　舞衣 亀田東小学校
５年 齋藤　健 亀田東小学校
５年 本圖　幸大 亀田西小学校
５年 相馬　愛生 亀田西小学校
５年 泉谷　泰希 亀田西小学校
５年 齋藤　真心　 結小学校
５年 和田　朝陽 庄瀬小学校
５年 髙林　晏花 西内野小学校
５年 宮﨑　慧 荒橋小学校
５年 菊池　悠太郎 加治川小学校
５年 大湊　陽琉 巣本小学校
５年 杉山　瑶樹　 金泉小学校
５年 金子　歩乃華 小木小学校
５年 大川原　和奏 築地小学校
５年 小原　季恵 弥彦小学校

学年 氏　名 校　　名
６年 牧野　隆之介 木戸小学校
６年 長瀬　琥太郎 木戸小学校
６年 小柳　あずみ 新潟小学校
６年 長谷川　もえ 有明台小学校
６年 細川　大瀬 丸山小学校
６年 熊谷　咲希 曽野木小学校
６年 川上　朋哉 結小学校
６年 泉田　咲羽 白根小学校
６年 小林　健之 月潟小学校
６年 若井　涼風 新通小学校
６年 鈴木　彩 青山小学校
６年 筒井　渚 坂井東小学校
６年 高橋　萌々 山田小学校
６年 永田　聖來 立仏小学校
６年 石山　のどか 巻北小学校
６年 小野　太陽 紫雲寺小学校
６年 小林　久怜愛 金屋小学校
６年 長谷川　愛 砂山小学校
６年 木間　梨花 五泉南小学校
６年 海老名　彩和 金井小学校
６年 市川　優月 小木小学校
６年 金田　志穂 赤泊小学校
６年 田中　花菜 小池小学校

学年 氏　名 校　　名
中２ 渡邉　りお 五泉中学校
中２ 田中　李奈 第三中学校

学年 氏　名 校　　名
中３ 奥田　紬 佐渡特別支援学校
中３ 五十嵐　奨馬 赤塚中学校
中３ 山本　晶 西川中学校

学年 氏　名 校　　名
高１ 小林　俊介 新発田竹俣特別支援学校

学年 氏　名 校　　名
高３ 松村　匠 新発田竹俣特別支援学校

幼稚園・保育園の部
歳 氏　名 園　　名

３歳 神尾　茉依 沼垂幼稚園
３歳 金田　健太 沼垂幼稚園
３歳 えいだ　りくと 西幼稚園
３歳 小杉　真穂 新津第二幼稚園
３歳 いたや　ふうか 新津第三幼稚園
３歳 本間　凌平 結幼稚園
３歳 西山　蘭 市之瀬幼稚園
３歳 はやかわ　たくま 小須戸幼稚園
３歳 ほんま　たけあき 蓮野こども園
３歳 にのみや　とあ 蓮野こども園
３歳 佐藤　那樹 蓮潟こども園
３歳 髙橋　青葉 亀代こども園
３歳 鈴木　師 亀代こども園
３歳 渡邊　りんか 亀代こども園
３歳 渡邊　仁 亀代こども園
３歳 髙橋　修也 神宮幼稚園
３歳 上田　紬 ノートルダム幼稚園
３歳 西巻　優美 まるみ幼稚園
３歳 檀原　碧 まるみ幼稚園
３歳 ふじた　りょうすけ 真　人　幼稚園
３歳 くろやま　すばる 真　人　幼稚園
３歳 池田　拓実 あおい幼稚園
３歳 中川　心緒 あおい幼稚園
３歳 髙橋　周士 あおい幼稚園
３歳 阿部　琉人 あおい幼稚園
３歳 家後　美優 親松幼稚園
３歳 松井　瑛太 新潟南保育園
３歳 齋木　成士 新潟南保育園
３歳 前部屋　佳子 燕東幼稚園
３歳 近藤　翔真 燕東幼稚園
３歳 久保田　幾海 小千谷幼稚園
３歳 石田　旬 上越真行寺幼稚園

４歳 菱沼　日和莉 沼垂幼稚園
４歳 松鷹　知優 沼垂幼稚園
４歳 笹原　遥 牡丹山幼稚園

歳 氏　名 園　　名
４歳 樋口　佑海 牡丹山幼稚園
４歳 齋藤　心桜 牡丹山幼稚園
４歳 たかだ　めい 西幼稚園
４歳 さとう　りく 西幼稚園
４歳 むらき　たいち 新津第一幼稚園
４歳 ほう　まんらい 新津第一幼稚園
４歳 さとう　たくま 新津第一幼稚園
４歳 はせがわ　ひまり 新津第一幼稚園
４歳 いからし　ひなた 新津第三幼稚園
４歳 しらい　すみれ 新津第三幼稚園
４歳 米山　奏音 小合東幼稚園
４歳 原　力翔 中之口幼稚園
４歳 にのみや　りん 蓮野こども園
４歳 伊藤　励 神宮学院　寺尾幼稚園
４歳 谷内　幸四郎 ノートルダム幼稚園
４歳 根津　大誠 ノートルダム幼稚園
４歳 小野　櫂 曽野木まるみ幼稚園
４歳 石山　琴葉 あおい幼稚園
４歳 佐藤　彩香 あおい幼稚園
４歳 中村　祐高 あおい幼稚園
４歳 長沼　千晴 あおい幼稚園
４歳 髙橋　美遥 あおい幼稚園
４歳 山田　紗榮 あおい幼稚園
４歳 山下　寧々果 あおい幼稚園
４歳 北澤　琉聖 あおい幼稚園
４歳 中村　太洋 親松幼稚園
４歳 髙塚　ことね 京王幼稚園
４歳 橋本　青夜 新潟南保育園
４歳 瀬島　在 鵬幼稚園
４歳 藤岡　綾香 鵬幼稚園
４歳 今井　龍都 認定こども園　第一幼稚園

５歳 山田　伊織 沼垂幼稚園
５歳 天野　太智 沼垂幼稚園
５歳 こばやし　ちひろ 西幼稚園
５歳 北野　萌芦 結幼稚園

歳 氏　名 園　　名
５歳 石井　篤人 市之瀬幼稚園
５歳 赤川　奈々子 市之瀬幼稚園
５歳 相場　崚太 市之瀬幼稚園
５歳 柏谷　煌斗 市之瀬幼稚園
５歳 白川　暖 中之口幼稚園
５歳 川上　克美 中之口幼稚園
５歳 佐藤　瑠奈 中之口幼稚園
５歳 込山　想就 中之口幼稚園
５歳 河治　雪海 中之口幼稚園
５歳 矢口　夏生 中之口幼稚園
５歳 羽田野　真央 蓮潟こども園
５歳 長谷川　愛斗 蓮潟こども園
５歳 髙橋　陽菜向 蓮潟こども園
５歳 長澤　柚芽 神宮幼稚園
５歳 八鳥　廉 神宮学院　寺尾幼稚園
５歳 佐藤　蒼葉 神宮学院　寺尾幼稚園
５歳 吉田　健人 ノートルダム幼稚園
５歳 眞田　実良 ノートルダム幼稚園
５歳 小泉　響希 まるみ幼稚園
５歳 田口　しおり まるみ幼稚園
５歳 阿部　汐李 曽野木まるみ幼稚園
５歳 沼野　藤友 あおい幼稚園
５歳 中川　想 あおい幼稚園
５歳 坂上　士与 あおい幼稚園
５歳 渡邊　太智 あおい幼稚園
５歳 渡辺　葉月 あおい幼稚園
５歳 荻原　知央 親松幼稚園
５歳 小川　たいせい 京王幼稚園
５歳 沼沢　蛍都 新潟南保育園
５歳 大竹　心 燕東幼稚園
５歳 葊井　実咲 小千谷幼稚園
５歳 中村　眞彩 鵬幼稚園
５歳 根田　逞 鵬幼稚園
５歳 上野　佑真 たちばな春日幼稚園
５歳 渡辺　空翔 たちばな春日幼稚園

【造形活動部門】 園・校名 グループ名 活動名
沼垂幼稚園 つき組 作って遊ぼう！
牡丹山幼稚園 ３歳児もも組 だいすき　さつまいも　　遊びが広がる　五感で遊ぶ　みる　あじわう　かぐ　さわる　きく
結幼稚園 ５歳児 うちゅうをつくろう
結幼稚園 ４歳児 まちができたよ！
旭が丘幼稚園 ５歳児 びっくりめいろ
真人幼稚園 きいろぐみ 種からできた　不思議な〇〇　　不思議な種の町
あおい幼稚園 もも組 わくわくすてきなダンボールのお家
新潟南保育園 ３歳児たんぽぽ組 Favorite  Lamp　～世界に１つ！自分で作ったお気に入りのランプ～

奨　励　賞

【写真・ＣＧ部門】

【平面作品部門】

(優秀賞)

学年 氏　名 校　　名
高１ 市橋　勇希 佐渡特別支援学校
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小学校の部
学年 氏　名 校　　名
１年 はが　かいと 松浜小学校
１年 おかだ　りんか 松浜小学校
１年 阿部　心輝 太夫浜小学校
１年 澤野　大望 太夫浜小学校
１年 圓山　樹生 濁川小学校
１年 田中　結萌 葛塚小学校
１年 渡部　貴哉 葛塚小学校
１年 前田　りこ 葛塚小学校
１年 金子　凛太 太田小学校
１年 金川　温 木崎小学校
１年 五十嵐　汐奏 木崎小学校
１年 森山　優太 早通南小学校
１年 大嶋　明希 早通南小学校
１年 高野　彩琉 山の下小学校
１年 勝見　実里 山の下小学校
１年 川崎　蒼太 山の下小学校
１年 坂田　唯 中野山小学校
１年 笠原　凜樹 中野山小学校
１年 遠藤　結 中野山小学校
１年 武藤　千明 東山の下小学校
１年 髙橋　祐翔 東山の下小学校
１年 石山　すみれ 東山の下小学校
１年 近藤　元太 下山小学校
１年 ★　桜子 下山小学校
１年 本間　來実 下山小学校
１年 富樫　乃愛 下山小学校
１年 安部　友佳 下山小学校
１年 珊瑚　莉央 下山小学校
１年 安藤　遼希 牡丹山小学校
１年 齋藤　結愛 牡丹山小学校
１年 渡邊　瑠璃 南中野山小学校
１年 増子　希彩 江南小学校
１年 大原　あお 江南小学校
１年 三澤　結子 浜浦小学校
１年 裾分　佐那 浜浦小学校
１年 松山　雄 浜浦小学校
１年 坂井　崚真 鏡淵小学校
１年 栗原　春太 鏡淵小学校
１年 土田　祐春 新潟小学校
１年 渡邉　優詩 沼垂小学校
１年 佐野　乃彩 鳥屋野小学校
１年 島田　憩依 鳥屋野小学校
１年 齋藤　心音 鳥屋野小学校
１年 星　彩乃 鳥屋野小学校
１年 霜鳥　乃逢 鳥屋野小学校
１年 渡部　夏澄 鳥屋野小学校
１年 川上　琉菜 鳥屋野小学校
１年 巻口　遥翔 鳥屋野小学校
１年 河村　ヒカル 鳥屋野小学校
１年 八子　悠香 鳥屋野小学校
１年 佐藤　耀 笹口小学校
１年 松枝　央子 笹口小学校
１年 宇佐美　乙花 笹口小学校
１年 たきざわ　よしか 女池小学校
１年 あらかわ　かやと 女池小学校
１年 野上　未有 有明台小学校
１年 樋口　啓太 有明台小学校
１年 坂上　悠真 南万代小学校
１年 伊藤　万永花 南万代小学校
１年 庄司　滉士 南万代小学校
１年 徐　宇珍 上山小学校
１年 長澤　遼茉 上山小学校
１年 佐藤　彩月 上山小学校
１年 矢部　史織 上山小学校
１年 中村　有沙 上山小学校
１年 則竹　柊汰 上山小学校
１年 渡辺　謙士郎 桜が丘小学校
１年 渡邉　咲良 桜が丘小学校
１年 ふくおか　あこ 曽野木小学校
１年 わたなべ　ゆずき 曽野木小学校
１年 わしお　ゆめ 曽野木小学校
１年 井出　琉翔 東曽野木小学校
１年 堀　泰希 横越小学校
１年 馬場　大河 亀田東小学校
１年 阿部　翔太 亀田東小学校
１年 熊野　麟太朗 亀田東小学校
１年 山田　莉桜 亀田東小学校
１年 吉川　有紀 亀田西小学校
１年 石附　あみ 新津第三小学校
１年 高野　陽向 新津第三小学校
１年 檀原　宗亜 新津第三小学校
１年 伊藤　結菜 新津第三小学校
１年 市川　優成 荻川小学校
１年 岡崎　皇我 荻川小学校
１年 菅家　悠希 荻川小学校
１年 白川　奈瑚 荻川小学校
１年 戸松　由都 荻川小学校
１年 佐藤　虹心 荻川小学校
１年 松村　藍 金津小学校
１年 萱森　蒼一朗 金津小学校
１年 松田　士郎 新関小学校
１年 田中　陽礼 白根小学校
１年 笠原　葵 白根小学校
１年 鈴木　莉杏 大鷲小学校

(奨励賞)

学年 氏　名 校　　名
１年 丸山　遙樹 根岸小学校
１年 齋田　斗哉 内野小学校
１年 前田　伸記 内野小学校
１年 新保　紗良 内野小学校
１年 朝妻　崇 内野小学校
１年 ひろき　りょう 赤塚小学校
１年 おにざわ　みき 赤塚小学校
１年 髙野　直斗 五十嵐小学校
１年 清水　優空 五十嵐小学校
１年 藤井　ちろる 坂井輪小学校
１年 岩上　颯佑 坂井輪小学校
１年 村上　楓佳 坂井輪小学校
１年 長谷川　煌乃 坂井輪小学校
１年 毛島　悠陽 坂井輪小学校
１年 髙澤　咲 西内野小学校
１年 鈴木　かえで 西内野小学校
１年 小林　大真 黒埼南小学校
１年 山際　奏 黒埼南小学校
１年 今井　萌歌 黒埼南小学校
１年 岩崎　快靖 山田小学校
１年 廣瀬　丈留 山田小学校
１年 にしじま　あると 曽根小学校
１年 中野　実愛 鎧郷小学校
１年 樋浦　叶乃 鎧郷小学校
１年 大谷　咲愛 潟東小学校
１年 陶山　勇陽 巻南小学校
１年 佐藤　陽菜 新大附属新潟小学校
１年 古谷　彩 新大附属新潟小学校
１年 齋藤　月愛 御免町小学校
１年 齋藤　寧音 二葉小学校
１年 石井　心和 二葉小学校
１年 鹿嶋　結櫻 二葉小学校
１年 高松　瑠亜 川東小学校
１年 佐藤　那琉 住吉小学校
１年 皆川　桃佳 住吉小学校
１年 小池　悠楽 東豊小学校
１年 田邉　愛 加治川小学校
１年 木村　悠人 村上小学校
１年 鈴木　啓太 保内小学校
１年 小田　ひより 神納小学校
１年 本間　柚稀 神納小学校
１年 加藤　仁子 神納東小学校
１年 中山　絢叶 塩野町小学校
１年 筒渕　陽菜 塩野町小学校
１年 富樫　穂香 塩野町小学校
１年 岩城　真依 五泉南小学校
１年 瀬倉　睦生 五泉南小学校
１年 石田　彩姫 巣本小学校
１年 本田　愛莉 橋田小学校
１年 阿部　惟織 橋田小学校
１年 菊田　廉 水原小学校
１年 加藤　埜々杏 水原小学校
１年 渡辺　颯音 水原小学校
１年 藤井　結衣 両津小学校
１年 本間　結乃 両津小学校
１年 中川　大雅 畑野小学校
１年 上之山　篤人 松ヶ崎小学校
１年 熊倉　璃琥斗 きのと小学校
１年 冨樫　琉晴 山倉小学校
１年 今井　心奏 燕西小学校
１年 本田　琴 分水北小学校
１年 桑原　悠馬 名木野小学校

２年 まつざわ　はるき 濁川小学校
２年 髙井　汐音 葛塚小学校
２年 高橋　爽 葛塚東小学校
２年 佐藤　結永 葛塚東小学校
２年 高岡　希 早通南小学校
２年 蒲澤　心太 岡方第一小学校
２年 野澤　日向 山の下小学校
２年 中山　緒未 大形小学校
２年 小林　寧々 大形小学校
２年 髙坂　日奈葵 大形小学校
２年 岩﨑　ひなた 大形小学校
２年 伊藤　舜 大形小学校
２年 片桐　一輝 東山の下小学校
２年 小嶋　雷雅 桃山小学校
２年 中島　椛 桃山小学校
２年 宮下　成登 桃山小学校
２年 大杉　空夏 下山小学校
２年 村山　心陽 下山小学校
２年 髙井　隆大朗 牡丹山小学校
２年 及川　舞 牡丹山小学校
２年 田村　悠真 東中野山小学校
２年 谷澤　唯音 東中野山小学校
２年 菅井　咲来 東中野山小学校
２年 瀨野　弘太郎 江南小学校
２年 仁多見　虎慈 江南小学校
２年 山﨑　葵 江南小学校
２年 川上　倖輝 江南小学校
２年 秋葉　梨乃 江南小学校
２年 加藤　楓樺 浜浦小学校
２年 川村　一花 鏡淵小学校
２年 笠原　彬生 白山小学校

学年 氏　名 校　　名
２年 中村　心優 白山小学校
２年 若杉　あかり 白山小学校
２年 畔上　鉄平 日和山小学校
２年 笹川　澪 日和山小学校
２年 小池　はんな 沼垂小学校
２年 河内　春樹 鳥屋野小学校
２年 奥山　弥尋 鳥屋野小学校
２年 南須原　宙夢 鳥屋野小学校
２年 吉田　りら 鳥屋野小学校
２年 飯塚　聖仁 笹口小学校
２年 阿部　瑞季 女池小学校
２年 藤塚　琉羽 女池小学校
２年 入田　桃花 女池小学校
２年 後藤　実花 上山小学校
２年 本間　美咲 桜が丘小学校
２年 田川　颯太 桜が丘小学校
２年 中村　友葉 紫竹山小学校
２年 海辺　史 丸山小学校
２年 星野　颯甫 横越小学校
２年 小林　隆斗 横越小学校
２年 菊田　亜美 横越小学校
２年 辻　橙眞 横越小学校
２年 吉川　寧音 横越小学校
２年 小林　瑠那 亀田東小学校
２年 小林　修斗 亀田西小学校
２年 長谷川　瑞姫 新津第一小学校
２年 金子　柚希 新津第一小学校
２年 細川　瑞希 新津第一小学校
２年 皆川　題輝 新津第一小学校
２年 髙橋　咲羽 新津第二小学校
２年 古川　瑠愛 新津第三小学校
２年 佐々木　潤華 新津第三小学校
２年 森　絵夢 結小学校
２年 井越　春陽 結小学校
２年 加藤　彩優 結小学校
２年 小林　桜綾 結小学校
２年 米山　結彩 荻川小学校
２年 長田　苺恋 荻川小学校
２年 熊倉　健太 荻川小学校
２年 本多　詩 荻川小学校
２年 髙橋　花楓 阿賀小学校
２年 加藤　苺依 白根小学校
２年 三富　宗一郎 臼井小学校
２年 遠山　樟 大通小学校
２年 斎藤　凪紗 小針小学校
２年 小川　美侑 小針小学校
２年 栁川　颯真 小針小学校
２年 岩田　萌愛 新通小学校
２年 堤　りん 新通小学校
２年 中野　玖頼 赤塚小学校
２年 川上　涼輔 赤塚小学校
２年 吉田　悠人 赤塚小学校
２年 山田　聖矢 真砂小学校
２年 太田　琴子 真砂小学校
２年 澤田　まな美 五十嵐小学校
２年 髙橋　心菜 五十嵐小学校
２年 神保　春玖 五十嵐小学校
２年 平野　倫加 五十嵐小学校
２年 武田　玲 五十嵐小学校
２年 小栁　音生 五十嵐小学校
２年 中林　舞果 五十嵐小学校
２年 川島　大知 坂井輪小学校
２年 髙見　心之輔 坂井輪小学校
２年 小西　直希 坂井輪小学校
２年 池田　遥 坂井輪小学校
２年 木嶋　暖乃 西内野小学校
２年 横山　響悟 西内野小学校
２年 山本　心花 西内野小学校
２年 関　有紗 西内野小学校
２年 樋口　颯大 東青山小学校
２年 杉田　孝信 東青山小学校
２年 五十嵐　海 大野小学校
２年 石川　波空 大野小学校
２年 小川　巧真 立仏小学校
２年 星　瑛彦 立仏小学校
２年 袖山　櫂 岩室小学校
２年 前山　結美 曽根小学校
２年 星野　秋葉 潟東小学校
２年 坂場　茉紀 御免町小学校
２年 田中　玲衣 二葉小学校
２年 岩城　晴 五十公野小学校
２年 小林　帆 五十公野小学校
２年 澁谷　夢羽 五十公野小学校
２年 丹羽　櫂斗 五十公野小学校
２年 飯嶋　涼太 七葉小学校
２年 黒田　煌河 七葉小学校
２年 髙橋　莉子 東豊小学校
２年 五十嵐　叶 東豊小学校
２年 藤田　閃 村上小学校
２年 石田　義経 村上小学校
２年 樋木　耀心 村上小学校
２年 髙橋　みちる 村上小学校
２年 佐々木　俐音 岩船小学校
２年 斎藤　丈 岩船小学校
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(奨励賞)
学年 氏　名 校　　名
２年 佐藤　寛希 保内小学校
２年 大滝　琉維 保内小学校
２年 髙橋　美弥 金屋小学校
２年 小田　理寛 砂山小学校
２年 うすだ　はる 神納小学校
２年 鈴木　陽輝 朝日みどり小学校
２年 塩原　巧弥 五泉小学校
２年 伊藤　光彩 安田小学校
２年 山口　真桜 安田小学校
２年 井上　心 安田小学校
２年 小幡　黎斗 安田小学校
２年 佐々木　彩乃 水原小学校
２年 佐藤　由希 加茂小学校
２年 岩見　明音 相川小学校
２年 坂下　蓮恩 金泉小学校
２年 最上　莉子 河原田小学校
２年 佐野　颯太 河原田小学校
２年 飯田　香 真野小学校
２年 柴原　璃空 真野小学校
２年 皆川　愛星 中条小学校
２年 樋口　蒼空 蓮野小学校
２年 中村　優月 亀代小学校
２年 岩﨑　未羽 見附小学校
２年 山本　稟太郎 見附小学校

３年 山﨑　友聖 太夫浜小学校
３年 小川　洸馬 太夫浜小学校
３年 鈴木　悠眞 濁川小学校
３年 佐藤　結羽 葛塚東小学校
３年 小黒　竜仁 葛塚東小学校
３年 加藤　悠 笹山小学校
３年 山口　颯大 早通南小学校
３年 儀同　蕾斗 岡方第一小学校
３年 鈴木　ていと 岡方第二小学校
３年 恩田　慶二郎 豊栄南小学校
３年 杉山　久奈 大形小学校
３年 高橋　湊斗 大形小学校
３年 忠平　琉星 中野山小学校
３年 小林　杏美 東山の下小学校
３年 塩原　瑠叶 東山の下小学校
３年 中島　汐莉 牡丹山小学校
３年 花岡　愛絆 牡丹山小学校
３年 佐藤　萌夏 牡丹山小学校
３年 鈴木　悠斗 牡丹山小学校
３年 石田　佑奈 牡丹山小学校
３年 大澤　舞子 東中野山小学校
３年 髙木　心空 東中野山小学校
３年 青木　凛 南中野山小学校
３年 近　龍之介 江南小学校
３年 新木　槙人 江南小学校
３年 田中　悠貴 浜浦小学校
３年 小林　航 鏡淵小学校
３年 鈴木　勝大 白山小学校
３年 大坪　暖 新潟小学校
３年 城野　壮慶 新潟小学校
３年 山崎　結以 新潟小学校
３年 小俣　孝太郎 上所小学校
３年 西脇　唯翔 上所小学校
３年 北村　拓己 上所小学校
３年 大野　遥真 鳥屋野小学校
３年 鈴木　沙耶 鳥屋野小学校
３年 和田　英恵 女池小学校
３年 萬徳　優真 女池小学校
３年 古山　美緒 女池小学校
３年 荒川　凌聖 女池小学校
３年 藤野　周平 女池小学校
３年 坂牧　琉偉 女池小学校
３年 樋宮　まどか 上山小学校
３年 大坂　舞桜 上山小学校
３年 田村　千尋 丸山小学校
３年 小野　類 曽野木小学校
３年 恩田　佳歩 東曽野木小学校
３年 石橋　柑奈 東曽野木小学校
３年 石高　千聖 横越小学校
３年 橋本　成央 横越小学校
３年 桐生　蒼太 早通小学校
３年 吉澤　怜央 亀田東小学校
３年 阿部　弥 亀田東小学校
３年 鈴木　湊 亀田西小学校
３年 山本　莉杏 亀田西小学校
３年 石井　怜也 新津第一小学校
３年 澤田　慶 新津第一小学校
３年 安藤　桃花 新津第二小学校
３年 入井　美優 結小学校
３年 松田　麻央 新関小学校
３年 田中　蓮大 小須戸小学校
３年 加藤　神威 小須戸小学校
３年 和田　壮央 白根小学校
３年 須田　杏夏里 白根小学校
３年 川崎　莉緒 味方小学校
３年 堤　こころ 味方小学校
３年 大西　珠由 小針小学校
３年 大塚　凌太 小針小学校
３年 菊田　梨那 小針小学校
３年 西片　優奈 新通小学校

学年 氏　名 校　　名
３年 千野　巧雅 新通小学校
３年 小杉　隼人 新通小学校
３年 細川　実希 新通小学校
３年 大塚　優梨 内野小学校
３年 佐野　夏菜子 内野小学校
３年 中野　颯斗 赤塚小学校
３年 兼田　悠葵 青山小学校
３年 稲垣　かれん 真砂小学校
３年 村山　ゆりあ 五十嵐小学校
３年 貴船　翔 坂井東小学校
３年 永吉　佑宇 西内野小学校
３年 山下　凜 東青山小学校
３年 中田　裕翔 東青山小学校
３年 荒籾　惺耶 東青山小学校
３年 長谷川　獅桜 大野小学校
３年 五十嵐　優月 黒埼南小学校
３年 飯島　晴彦 山田小学校
３年 倉嶋　大翔 立仏小学校
３年 藤田　信人 立仏小学校
３年 髙橋　晃太 曽根小学校
３年 深川　珀 鎧郷小学校
３年 伊藤　涼 潟東小学校
３年 大河平　光貞 潟東小学校
３年 竹内　結音 中之口西小学校
３年 山下　魁夢 越前小学校
３年 永野　姫夏 巻南小学校
３年 栃倉　悠花 漆山小学校
３年 藤田　美月 巻北小学校
３年 中澤　直大 新大附属新潟小学校
３年 伊藤　希音 御免町小学校
３年 土門　歩夢 御免町小学校
３年 佐藤　嘉綱 二葉小学校
３年 齋藤　蓮 五十公野小学校
３年 肥田野　蓮 五十公野小学校
３年 伊藤　彰真 住吉小学校
３年 中山　陽向 住吉小学校
３年 須貝　愛華 藤塚小学校
３年 佐藤　蒼太朗 村上小学校
３年 中山　ひより 村上小学校
３年 鈴木　優空 岩船小学校
３年 渡邉　奏多 保内小学校
３年 近藤　徳栄 金屋小学校
３年 本間　玲那 さんぽく南小学校
３年 吉川　竜生 五泉小学校
３年 德永　知佳 五泉南小学校
３年 佐藤　龍一 愛宕小学校
３年 石井　塁斗 河原田小学校
３年 髙野　七音 二宮小学校
３年 鈴木　凛奈 中条小学校
３年 先川　大稀 中条小学校
３年 延本　飛龍 中条小学校
３年 本間　陽向 亀代小学校
３年 阿部　結衣菜 三川小学校
３年 太田　駿平 吉田北小学校
３年 頓所　星太 吉田北小学校
３年 氏田　大飛 吉田北小学校
３年 松井　陸 分水北小学校
３年 安藤　友翔 見附小学校
３年 佐藤　全 阪之上小学校
３年 嘉瀬　千里 阪之上小学校

４年 斉藤　健義 松浜小学校
４年 長谷川　泰希 濁川小学校
４年 舩山　唯吹 濁川小学校
４年 渡辺　愛姫 濁川小学校
４年 西潟　　夢夏 葛塚小学校
４年 佐藤　暖奈 葛塚東小学校
４年 金子　奈生 太田小学校
４年 上田　怜奈 早通南小学校
４年 田中　海斗 早通南小学校
４年 三宮　理緒 豊栄南小学校
４年 宮島　遼匡 大形小学校
４年 高橋　遼 大形小学校
４年 柾木　蘭 大形小学校
４年 山田　佑真 大形小学校
４年 熊倉　那々実 中野山小学校
４年 伊藤　愛華 中野山小学校
４年 阿部　竜也 中野山小学校
４年 伊藤　陸 中野山小学校
４年 北　萌々 木戸小学校
４年 丸山　知輝 木戸小学校
４年 皆川　雛花 東山の下小学校
４年 並松　うらら 桃山小学校
４年 樋口　ニナ 東中野山小学校
４年 福田　和希 竹尾小学校
４年 武田　佳奈子 竹尾小学校
４年 脇　杏莉 南中野山小学校
４年 後藤　里夢 江南小学校
４年 波田野　樹 江南小学校
４年 山元　長佳寿 浜浦小学校
４年 三瓶　萄子 関屋小学校
４年 麻谷　悠太 鏡淵小学校
４年 黒羽　美和 新潟小学校
４年 櫻井　邑都 万代長嶺小学校
４年 渡邊　慶志郎 沼垂小学校

学年 氏　名 校　　名
４年 吉岡　楓奈 沼垂小学校
４年 溝内　蒼太 上所小学校
４年 杉本　拓海 上所小学校
４年 春日　隆之介 上所小学校
４年 櫻井　美月 鳥屋野小学校
４年 大江　奏穂 笹口小学校
４年 内田　寿泉 女池小学校
４年 藤田　真衣 女池小学校
４年 中山　栞 有明台小学校
４年 滝澤　心海 上山小学校
４年 湯浅　亜子 桜が丘小学校
４年 田澤　咲季 紫竹山小学校
４年 武田　愛里 丸山小学校
４年 大野　福太郎 丸山小学校
４年 五十嵐　悠斗 曽野木小学校
４年 堀　亜珠美 横越小学校
４年 吉澤　ひなた 亀田東小学校
４年 坂井　麻央 亀田西小学校
４年 小川　桜生 新津第一小学校
４年 齋藤　太一 新津第二小学校
４年 友坂　晃大 新津第三小学校
４年 松村　裕人 新津第三小学校
４年 野村　葵 荻川小学校
４年 長谷川　愛心 荻川小学校
４年 宮腰　和花 新関小学校
４年 大野　晄聖 新飯田小学校
４年 赤塚　倖 新飯田小学校
４年 小嶋　晴太郎 臼井小学校
４年 阿部　希愛 味方小学校
４年 井澤　祐人 月潟小学校
４年 齋藤　慎之輔 小針小学校
４年 二宮　茉紀 小針小学校
４年 筒井　善武 新通小学校
４年 髙村　蒼羽 新通小学校
４年 北原　奏 新通小学校
４年 野地　美羽 新通小学校
４年 山岸　歌音 内野小学校
４年 本間　郁朱 内野小学校
４年 石山　莉乃 真砂小学校
４年 曽我　真知子 五十嵐小学校
４年 川田　天馬 五十嵐小学校
４年 岡野　芽彩 五十嵐小学校
４年 碇　周愛 坂井輪小学校
４年 八子　諒太 坂井輪小学校
４年 工藤　瑛人 坂井輪小学校
４年 金子　佳菜恵 坂井東小学校
４年 神蔵　美和 坂井東小学校
４年 中野　空 西内野小学校
４年 舩山　佳澄 西内野小学校
４年 清原　栞愛 西内野小学校
４年 堀江　柚貴 西内野小学校
４年 佐野　蒼太 西内野小学校
４年 古川　綸 東青山小学校
４年 高橋　麗羅 大野小学校
４年 大久保　朋香 立仏小学校
４年 藤田　陽華 岩室小学校
４年 永野　洸 巻北小学校
４年 宮澤　凜 巻北小学校
４年 戸井田　康大 新大附属新潟小学校
４年 中山　稜斗 松浦小学校
４年 遠藤　千紘 五十公野小学校
４年 渡邉　なるみ 五十公野小学校
４年 澤村　理子 七葉小学校
４年 小泉　杏 佐々木小学校
４年 桑野　遥輝 佐々木小学校
４年 天春　花菜 住吉小学校
４年 片山　讃美 住吉小学校
４年 春口　塁 本田小学校
４年 長谷川　丈 本田小学校
４年 村田　大聖 村上小学校
４年 齋藤　杏莉 保内小学校
４年 樽木　駿人 金屋小学校
４年 野澤　大悟 砂山小学校
４年 二宮　美優奈 朝日みどり小学校
４年 加藤　菫 さんぽく南小学校
４年 松本　萌生 安田小学校
４年 酒井　悠晃 分田小学校
４年 高橋　日向 分田小学校
４年 伊藤　亮真 水原小学校
４年 小貫　泉央 水原小学校
４年 藤井　元輝 両津小学校
４年 藍原　詩恵璃 両津小学校
４年 伊藤　仁 加茂小学校
４年 伊藤　然 加茂小学校
４年 谷口　星那 相川小学校
４年 米津　結菜 河原田小学校
４年 池田　汐那 八幡小学校
４年 香遠　優大 金井小学校
４年 薄木　美咲 真野小学校
４年 大瀧　蓮 胎内小学校
４年 八島　礼生 築地小学校
４年 山田　成海 築地小学校
４年 渡邉　愛花 蓮野小学校
４年 松縄　漣 吉田北小学校
４年 三本　海翔 見附小学校
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中学校の部
学年 氏　名 校　　名
中１ 木戸　雄飛 東新潟中学校
中１ 長岡　さわ希 東新潟中学校
中１ 小山　善 下山中学校
中１ 安田　萌花 下山中学校
中１ 高木　香瑶 白新中学校
中１ 齋藤　陽奈 上山中学校
中１ 保苅　花恵 猿橋中学校
中１ 三又　美紀 五泉中学校
中１ 佐々木　栞 五泉中学校
中１ 刈部　里咲 川東中学校

中２ 富樫　凜香 下山中学校
中２ 小池　陽仁 下山中学校
中２ 宮島　由芽未 下山中学校
中２ 小林　康介 上山中学校
中２ 高橋　沙和 横越中学校
中２ 藤岡　優姫 小新中学校
中２ 鎌田　萌楓 猿橋中学校
中２ 原田　ひより 五泉中学校
中２ 渡部　早弥 五泉中学校
中２ 高岡　杏由美 村松桜中学校

中３ 山崎　陽菜 東新潟中学校
中３ 石川　恵 東新潟中学校
中３ 瀧澤　玲奈 下山中学校
中３ 清水　秀平 赤塚中学校
中３ 近嵐　拓海 中野小屋中学校
中３ 本多　由花 五十嵐中学校
中３ 松原　汐音 五十嵐中学校
中３ 渡邉　まや 五泉中学校
中３ 阿部　楓羽響 五泉中学校
中３ 関川　喜己 五泉北中学校
中３ 伊藤　寛弥 新潟明訓中学校

高等学校の部
学年 氏　名 校　　名
高１ 山本　夏綺 五泉高等学校
高１ 土田　奈知 新潟明訓高等学校

学年 氏　名 校　　名
中２ 金子　未奈 五泉北中学校
高１ 須貝　和穂 新発田竹俣特別支援学校
高２ 武田　友佳里 新発田竹俣特別支援学校
高３ 齋藤　未来 新発田竹俣特別支援学校

学年 氏　名 校　　名
４年 今井　愛莉 見附小学校
４年 佐藤　嘉雅理 阪之上小学校

５年 菊地　美羽 太夫浜小学校
５年 五十嵐　悠十 葛塚東小学校
５年 小林　美音 葛塚東小学校
５年 阿部　仁美 木崎小学校
５年 大野　愛菜 岡方第二小学校
５年 山川　隼磨 豊栄南小学校
５年 小嶋　陽 大形小学校
５年 宮森　晃輝 大形小学校
５年 小林　竜聖 中野山小学校
５年 志賀　姫夏乃 東山の下小学校
５年 小野崎　晴 東山の下小学校
５年 宮田　莉子 桃山小学校
５年 石田　琥南 牡丹山小学校
５年 木本　琉誠 牡丹山小学校
５年 大﨑　凪葉 牡丹山小学校
５年 澁谷　愛梨 牡丹山小学校
５年 薄田　羚 牡丹山小学校
５年 戸田　真由佳 浜浦小学校
５年 佐野　花音 浜浦小学校
５年 小林　美海 浜浦小学校
５年 片山　青空 関屋小学校
５年 田村　日和 白山小学校
５年 奥村　樹登 白山小学校
５年 磯部　哲也 日和山小学校
５年 高倉　優 万代長嶺小学校
５年 丸山　倖聖 沼垂小学校
５年 遠藤　純大 沼垂小学校
５年 和田　夏波 山潟小学校
５年 青木　不動 山潟小学校
５年 平松　典夏 鳥屋野小学校
５年 河村　薫 鳥屋野小学校
５年 清野　美和 笹口小学校
５年 阿部　響祐 女池小学校
５年 佐藤　海翔 女池小学校
５年 五津　泰昌 南万代小学校
５年 田村　壱太 上山小学校
５年 石井　海里 桜が丘小学校
５年 帆苅　圭哉 桜が丘小学校
５年 本間　隆希 桜が丘小学校
５年 浅井　美紀 桜が丘小学校
５年 三上　夏奈 紫竹山小学校
５年 松平　悠翔 紫竹山小学校
５年 飯野　心和 亀田小学校
５年 松島　慎弥 亀田東小学校
５年 高橋　拓兜 新津第一小学校
５年 林　ももこ 新津第三小学校
５年 番場　心咲 結小学校
５年 北野　永遠 結小学校
５年 湯田　好誠 荻川小学校
５年 木津　桧依 阿賀小学校
５年 田村　建樹 小須戸小学校
５年 花沢　右京 小須戸小学校
５年 星　玲央 矢代田小学校
５年 板谷　龍一 矢代田小学校
５年 長井　沙樹 白根小学校
５年 夏川　愛菜 白根小学校
５年 石井　幸輝 白根小学校
５年 田村　杏菜 白根小学校
５年 山口　裕也 小針小学校
５年 髙橋　もも 小針小学校
５年 松谷　朋歩 小針小学校
５年 三浦　日向葵 新通小学校
５年 飯田　梨心 新通小学校
５年 西村　湊太 新通小学校
５年 岩見　健希 内野小学校
５年 田中　春佳 内野小学校
５年 瀨戸　敬太 青山小学校
５年 吉岡　紗良 真砂小学校
５年 木村　苺花 真砂小学校
５年 杉﨑　小遥 五十嵐小学校
５年 船山　陽向 五十嵐小学校
５年 齋藤　望来 五十嵐小学校
５年 石田　遼 坂井東小学校
５年 伊藤　唯 坂井東小学校
５年 夏見　紗英 東青山小学校
５年 永野　千乃 東青山小学校
５年 石高　蒼真 大野小学校
５年 岡田　龍樹 潟東小学校
５年 白野　凜 中之口東小学校
５年 白川　みゆき 巻南小学校
５年 中川　百花 巻南小学校
５年 川村　さくら 巻南小学校
５年 松本　陽山 巻北小学校
５年 石田　海翔 巻北小学校
５年 清水　夢真 巻北小学校
５年 田村　志歩 巻北小学校
５年 澁谷　花香 五十公野小学校
５年 岩崎　洸羽 七葉小学校
５年 本間　杏花 七葉小学校
５年 長谷川　結音 東豊小学校
５年 本間　星音 米子小学校
５年 本間　雄一郎 藤塚小学校

学年 氏　名 校　　名
５年 矢部　結子 村上小学校
５年 東山　萠花 村上小学校
５年 近藤　亜土夢 村上小学校
５年 相馬　優奈 瀬波小学校
５年 坂上　楓太 保内小学校
５年 遠山　春翔 平林小学校
５年 石田　優姫 砂山小学校
５年 佐藤　元気 砂山小学校
５年 鈴木　オシリス 神納小学校
５年 稲葉　悠月 神納東小学校
５年 富樫　彩羽 神納東小学校
５年 髙橋　琴音 神納東小学校
５年 横山　大地 神納東小学校
５年 相馬　悠哉 塩野町小学校
５年 渡辺　真歩 さんぽく南小学校
５年 権平　光輝 五泉小学校
５年 吉田　怜愛 五泉小学校
５年 齋藤　楓 五泉南小学校
５年 阿部　日南 安野小学校
５年 渡邉　翔 両津小学校
５年 大久保　那奈 相川小学校
５年 佐々木　颯太 沢根小学校
５年 渡邉　元気 河原田小学校
５年 猪股　勇穂 金井小学校
５年 松井　大陸 金井小学校
５年 木下　幸 松ヶ崎小学校
５年 中野　太智 小木小学校
５年 長尾　岳 羽茂小学校
５年 梅田　清実 羽茂小学校
５年 猪股　雪那 赤泊小学校
５年 坂井　美玲 中条小学校
５年 齋藤　愛梨奈 きのと小学校
５年 渡辺　彩心 山倉小学校
５年 碓井　楠々 山倉小学校
５年 杉崎　悠仁 津川小学校

６年 吉田　楓 濁川小学校
６年 土田　朝香 葛塚小学校
６年 吉田　咲玖 葛塚東小学校
６年 樋口　千笑 葛塚東小学校
６年 善宝　美月 葛塚東小学校
６年 山田　倖穂 太田小学校
６年 川﨑　美優 太田小学校
６年 三善　木々萌 木崎小学校
６年 小柳　珂音 木崎小学校
６年 高松　優羽 早通南小学校
６年 小黒　陸 早通南小学校
６年 大澤　将騎 岡方第二小学校
６年 桑野　由愛 大形小学校
６年 番場　ありさ 大形小学校
６年 猪俣　早希子 大形小学校
６年 渡辺　琉奈 東山の下小学校
６年 山田　愛理 東山の下小学校
６年 村上　瑠菜 牡丹山小学校
６年 佐藤　碧陸 牡丹山小学校
６年 黒澤　明歩 牡丹山小学校
６年 木村　優里愛 南中野山小学校
６年 平　愛衣奈 江南小学校
６年 島原　心渚 江南小学校
６年 星野　夏凜 江南小学校
６年 小澤　亜衣 新潟小学校
６年 山田　菜々美 万代長嶺小学校
６年 丸山　晄青 山潟小学校
６年 森　宣暁 鳥屋野小学校
６年 大澤　唄 鳥屋野小学校
６年 西山　藤亜 女池小学校
６年 池内　柊那 女池小学校
６年 宮川　隼 女池小学校
６年 別森　奏太 南万代小学校
６年 齋藤　心乃 上山小学校
６年 飯田　優奈 上山小学校
６年 眞田　旭 上山小学校
６年 二階堂　晴 桜が丘小学校
６年 徳吉　桃花 桜が丘小学校
６年 永井　美有 東曽野木小学校
６年 笠原　遥翔 横越小学校
６年 丸山　司 早通小学校
６年 三本　唯人 早通小学校
６年 熊倉　世光 早通小学校
６年 佐々木　皐成 亀田東小学校
６年 横濱　美羽 亀田東小学校
６年 大石　心菜 亀田東小学校
６年 島田　力輝 亀田西小学校
６年 佐藤　瑚春 新津第二小学校
６年 大竹　真心 新津第三小学校
６年 坪川　菜々実 新津第三小学校
６年 櫻庭　夢那 新津第三小学校
６年 阿部　櫂志 結小学校
６年 田辺　もえ 新関小学校
６年 小林　和那汰 矢代田小学校
６年 大関　春人 白根小学校
６年 大滝　陽斗 大通小学校
６年 柏木　琉維 月潟小学校
６年 中村　優海 新通小学校
６年 山口　朋菜恵 新通小学校

学年 氏　名 校　　名
６年 中川　凌輔 新通小学校
６年 長谷川　大和 五十嵐小学校
６年 戸田　史 五十嵐小学校
６年 佐藤　芭菜 坂井輪小学校
６年 久住　藍瑠 坂井東小学校
６年 大村　椛鳳 坂井東小学校
６年 櫻井　悠 西内野小学校
６年 遠藤　梨加 東青山小学校
６年 北村　凛香 東青山小学校
６年 根津　友莉 東青山小学校
６年 本間　さりい 黒埼南小学校
６年 永井　美優 山田小学校
６年 飯塚　心南 山田小学校
６年 和泉　陽大 山田小学校
６年 南雲　香花 山田小学校
６年 佐藤　楓 和納小学校
６年 渡邉　美穂 升潟小学校
６年 田中　千咲 中之口西小学校
６年 髙橋　和瑚 七葉小学校
６年 髙橋　瑛大 住吉小学校
６年 小野澤　優花 住吉小学校
６年 渡邉　広優 東豊小学校
６年 渡辺　匠音 紫雲寺小学校
６年 渡邉　大登 加治川小学校
６年 石塚　めい 堀越小学校
６年 松本　愛菜 堀越小学校
６年 佐々木　稟佳 安野小学校
６年 北川　遥人 両津小学校
６年 宇田　将也 相川小学校
６年 伊藤　叶江 金井小学校
６年 中山　吏孔 金井小学校
６年 本間　遥 新穂小学校
６年 冨井　伊織 松ヶ崎小学校
６年 計良　侑果利 真野小学校
６年 中川　惟央 真野小学校
６年 澁谷　香鈴 築地小学校
６年 本間　かりん 亀代小学校
６年 髙橋　永尽 亀代小学校
６年 小嶋　亜優花 津川小学校
６年 笠原　一織 小中川小学校

【写真・ＣＧ部門】

(奨励賞)


