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第15回   新潟教育アート展  審査評・入賞者一覧
平成31年１月４日（金）〜１月12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15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。お陰様をもちまして，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（CG）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� � 岡山大学　　　　　　大橋　　功　先生
　小学校　１年�� � � � 鳴門教育大学　　　　山田　芳明　先生
　小学校　２年�� � � � 群馬大学　　　　　　郡司　明子　先生
　小学校　３年�� � � � 東京学芸大学　　　　西村　德行　先生
　小学校　４年�� � � � 福井大学　　　　　　濱口　由美　先生
　小学校　５年�� � � � 聖心女子大学　　　　水島　尚喜　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，20,647点の出品があり，入賞（グランプリ，優秀賞，奨励賞）作品は，1,164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　教授

　山田　芳明
　この時期の子どもたちは描いていくう
ちにどんどんと想像が広がっていきます。
また，形にとらわれすぎず思いのままに

線を走らせたり形づくったり，感じたままに着彩したり。
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。
　おはなしを題材に想像がふくらんでいった絵。ねずみ
のおうちは，ずうっと地下の方まで広がっています。ね
ずみたちが楽しく暮らす世界が，子どもらしい縦の構図
と生き生きとした線で詳細に描かれています。鳥をモチ
ーフにした紙版画の作品。羽根のうちの何枚かは違った
風合いの紙を使ったり，羽根にハートのマークを入れた
りする等，思いが形になった存在感のある作品です。ケ
ーブルカーの絵は，経験をもとにしているのでしょうか，
アームの形状等もよく描かれています。地上では，うさ
ぎ等の動物たちが楽しそうに暮らしています。是非，皆
様も一緒に子どもたちの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  
群馬大学教育学部　准教授

　郡司　明子
　教室の学習から生まれた創造的な数々
の絵。絵には，子どもが感じたこと，考
えたこと，夢見ること，たくさんの想い

が形や色や質感という「ことば」（＝造形言語）として
現れます。
　絵は，子どもの「ことば」であり，「声」そのものです。
さらに，絵からは，子どもの想いを支える先生方のあり
よう，子どもが身を置く教室の雰囲気まで伝わってきま
す。黙々とパスを動かす人，一色ずつ丁寧に色を置いて

平面作品部門　幼稚園・保育園　特別支援学校
�

　自分の花と時分の花が咲いているか？
それが作品を見る第１の視点です。自分
の花は，その子らしい表現ができている
か，という個性の花です。時分の花は，
世阿弥の言葉ですが，幼児期であれば，

3歳，4歳，5歳，それぞれの育ちに応じた見方，考え方
を大切にしているか，という視点です。
　例えば，5歳児は，見上げた空は青く，足もとには地
面があることに気付き，画面上部に空，下部に地面を表
す基底線を描きます。しかし，自分の体のまわりには透
明な空気があるだけなので，色を塗ることはしません。

背景を体のまわりに塗るというイメージはないのです。
なのに先生が描かせようとします。
　このような，子どもを使って自分のイメージを再現さ
せようとしていないか，が大切な視点となります。
　次に，題材の選択や材料・用具の準備等が，適切な子
ども理解の上で，できているかという支援の視点が第2
の視点です。子どもが自己決定すべきことと，先生が適
切に準備すべきことの両面がそろっているところに自分
の花と時分の花が咲くのです。特別支援の子どもたちの
作品も同様の視点で選出しました。

審査員より

いく人，お互いに楽しく見合う人たち……，熱心にテー
マ（学び）に向かう子どもたちの姿勢は上質な学びとし
て伝播し，やがて学級風土となっていきます。そんな教
室から生まれた愛おしい作品の数々を，この展覧会（社
会との接点）を通じて多くの方々と共有できることに喜
びを感じます。
　グランプリ作品をはじめ展示作品は，描くことの楽し
さに導かれ，子どもの想いが素直な「ことば」や「声」
として発揮されたものです。まさに，「子どもの感覚や
行為」を大事に受けとめてくれる教室の温かな風土，そ
して，この地域ならではの豊かな風土から生まれた子ど
もの「ことば」に耳を傾けてみてください。

■ 小学校３年  
東京学芸大学芸術・スポーツ科学系　准教授

　西村　德行
　子どもたちは自ら思い描いた世界を絵
に表します。描かれた世界は，見たこと
や感じたこと，想像したこと等様々です。

子どもたちは描いたものが，自分の思いとおりになって
いるのか，見て確かめながらまた描き，思いの描いた世
界をさらに広げていきます。今日はその過程を，筆跡や
描かれたものを糸口に，絵に耳を傾けながら，まるで子
どもたちと対話をするつもりで作品と出会いました。
　グランプリに選ばれた作品は，そんな思いが画面から
にじみでているものばかりです。新幹線に初めて乗った
時の絵には，大きな荷物を抱え，今まさに旅に出る喜び
が描かれています。大人数で食卓を囲み，焼き肉を食べ
る絵からは，楽しげな会話や焼き肉の美味しそうなにお
いが伝わってくるようです。お話を聞いて描いた絵では，
ワニが愉快につながって橋のようになり，思わずその世
界に吸い込まれそうです。
　子どもたち一人一人の思いが，これからもたくさん描
かれていくことを願っています。ありがとうございまし
た。

岡山大学大学院教育学研究科　教授

大橋　　功
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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

　「なんで，こんな表現ができるんです
か？」「よくこんな発想が生まれますね
ぇ・・」これらは，審査の時間に私が発

した主な言葉です。一般的に技術が優れた作品，彩色が
綺麗な作品は誰もが気持ちよく推薦するでしょう。鑑賞
者も「すごい作品」「綺麗だぁ」と言った声が聴くこと
ができるとともに，作品を制作した子どもからも喜びの
声が同時に聴くことができると思います。むろん美学的
に美しい作品は評価を与えやすいし，安定した感情をも
つことができます。ただ，ここで私たち美術教育・図画
工作に関わる人間は，安定した作品よりも光があたらな
い作品や行為に目配せをする必要があります。今回拝見
した作品の中にはこの光があたらない，いわゆる評価と
して正当に位置づけられるだろうか？と言った作品を先
生方とともに選びました。言葉にはできないから，もや
もやした気分だから平面に表現を施した作品……それら

■ 小学校４年  
福井大学教育学部　教授

　濱口　由美
　4年生の子どもたちは，これまでの経
験から導き出された色や形を組み合わせ
たり，新しい表現方法と出会ったりする

プロセスの中で，自分の考えやイメージを更新させ表し
たい思いを豊かにふくらませていきます。グランプリ作
品も，手を動かしながら自分で見つけた色や形との対話
を通して，表したい思いをふくらませたプロセスが伺え
るものを選びました。
　漫画キャラブックの作品は，物語の主人公たちが作者
の頭の中から飛び出してきたように描かれています。描
きながら，作者は「次はあのキャラクターに！」と楽し
い空想世界を次々と広げていったのではないでしょうか。
『エルマーとりゅう』のお話の絵には，水面に白波が立
つ深海が大きく描かれています。作者は，空飛ぶりゅう
の背中に乗っている気持ちになって描くことで，天空か
ら見渡す海のイメージを探し当てたのでしょう。岩万燈
の絵は，灯籠を持ち上げたときの重さと緊張を伝えたい
と願う作者の気持ちが，担ぎ手の腕の形，背中の伸び，
夜の背景から伝わってきました。

■ 小学校５年  
�聖心女子大学教育学科　教授

　水島　尚喜
　　写真をもとにして描かれた絵を散見
しましたが，そのこと自体は悪いことで
はありません。ただし絵は単なる説明で

はなく，表現するためのものです。子どもたちが描く一
筆一筆が「命の顕われ」です。現実の形に近似すること
だけが，目的ではありません。上手に絵を描かせてあげ
たいという思いからでしょうが，子どもが「絵を描く意
味」を再考しつつ，先生は共振的な存在であってほしい

と思いました。
　全体的には，先生の指導と子どもの学びがシナジーと
なった素敵な作品世界が現出されていました。グランプ
リ作品では，名画北斎の「赤富士」を下地に空想を描き
足すという鑑賞と表現の架橋的作品や，日常生活を描き
ながらもそこに存在する人たちの生活感情を美しい色と
形のハーモニーでまとめあげた風景画，森の中の静かで
小さな命の存在を精緻に受け止めながら調和的な世界を
描いた想像画等，５年生らしい感性に満ち溢れた作品群
に出会うことができました。

■ 小学校６年  
東京学芸大学芸術・スポーツ科学系　非常勤講師

　横内　克之
「造形的な見方や考え方を働かせる」こ
とが，これからの子どもの学びに求めら
れています。身の回りの景色や出来事を

デジタルカメラで撮影して，絵に表す上で役立てようと
した指導が見られますが，写真をそのまま再現するだけ
では，「造形的な見方や考え方を働かせた」ことにはな
りません。
　グランプリの３作品には，作者が実際にその場で目に
して働かせた力が素直に表されています。
　廊下の曲がり角で開いた窓から目にした空や雲が描か
れています。この絵には目には見えませんが，風が感じ
られます。作者の視点と心の動きが絵に表れているから
です。
　屋上で見えるものを絵に表しています。目を紙から景
色に転じると，目の前に友達が立っています。その瞬間
に感じた奥行きには，楽しい笑い声が広がっていきます。
　街角の自転車屋さんを見上げています。上下に何度も
視点を移動させるので，紙に表すたびに少しずつズレが
生じます。けれども，そのズレのなんと美しい形と色で
しょう。デジタルカメラには絶対に表せない子どもの見
方と表し方が，ここにあります。

の作品は器用に絵の具や筆を使いこなせるわけでもなく，
予定調和的な美しさが宿った作品でもありません。そう
ではなく，自分を信じ，また，それを支援してくれた先
生を信じた証が間違いなく作品から読み取れる作品です。
また，これらは，生徒個人の作品ですが，実は先生との
協働作品とも言えるのではないでしょうか（先生方が作
品に手を入れたと言うわけではありません）。
　腑に落ちないものやあるいは言語化できないもの（今
回の表現によく見ることができた作品）をしっかり可視
化できるのは美術教育・図画工作のアドバンテージで，
表現の可能性も実はそこに存在します。
　新潟教育アート展はそんなストレートな作品との出会
いを目的としたものではなく，子どもたちと先生がタッ
グを組んで作り上げる展覧会なのです。もし鑑賞した方
がそんな空気を少しでも感じたら，我々の暮らしや営み
がいつもと違った風景に見えるはずです。

� 新潟大学教育学部　教授

丹治　嘉彦
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第15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 栢森　匠杜 新津第一幼稚園

幼稚園・保育園の部
歳 氏　名 園　　名

３歳 たかだ　ともき 西幼稚園
３歳 渡邉　李紗 蓮野こども園
３歳 星野　真柳 蓮潟こども園
３歳 平田　冬和 蓮潟こども園
３歳 しげやま　そら あおい幼稚園

小学校の部
１年 齋藤　結衣 小池小学校
１年 錦織　音映 黒川小学校
１年 首藤　慎一朗 岡方第一小学校

２年 吉田　心絆 村上小学校
２年 佐藤　煌斗 坂井東小学校
２年 杉田　悠真 中野山小学校

小学校の部
学年 氏　名 校　　名
１年 後藤　蒼空 木崎小学校
１年 長北　桃花 大形小学校
１年 本間　青空 大形小学校
１年 小泉　燈路 中野山小学校
１年 若林　道之介 竹尾小学校
１年 佐藤　優空 鳥屋野小学校
１年 渡邊　世名 有明台小学校
１年 菅原　由乃 有明台小学校
１年 おりはし　けんしん 結小学校
１年 わたなべ　ひな 結小学校
１年 倉井　柊耶 荻川小学校
１年 葊川　侑太 大通小学校
１年 近藤　陽立花 坂井輪小学校
１年 渡邊　莉菜 西内野小学校
１年 岸本　和真 曽根小学校
１年 川野　希海 松野尾小学校
１年 大森　淳史 御免町小学校
１年 五十嵐　蒼人 二葉小学校
１年 平野　純音 加治川小学校
１年 鈴木　岳 村上小学校
１年 越善　來空 村上小学校
１年 齊藤　玲央人 朝日みどり小学校
１年 石田　ひまり 五泉南小学校
１年 伊藤　新太 五泉南小学校
１年 佐々木　咲瑠 真野小学校
１年 鈴木　怜 中条小学校
１年 江口　杏 関屋小学校
１年 波多野　朔太 万代長嶺小学校
１年 高井　凛音 有明台小学校
１年 やすの　はるふみ 曽野木小学校
１年 あべ　しゅうき 曽野木小学校
１年 橋本　和果 早通小学校
１年 目黒　凪涼 荻川小学校
１年 土佐　陽 大野小学校
１年 田中　希依 大野小学校
１年 赤塚　麗愛 潟東小学校
１年 吉野　琴葉 五泉小学校

中学校の部
中１ 高橋　綾香 東新潟中学校

高等学校の部
高１ 久保田　朋佳 新発田中央高等学校

中２ 佐久美　勇斗 五泉北中学校

歳・学年 氏　名 園・校名
４歳 大島　虎太朗 沼垂幼稚園

【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
大野小学校 大野小造形遊びチーム 全校造形遊び　ツムツムコップタワー

【造形活動部門】 園・校名 グループ名 活動名
沼垂幼稚園 新潟市立沼垂幼稚園年中組 沼垂タウンへようこそ！
女池小学校 女池小３年生 変身したいダンボール

歳・学年 氏　名 園・校名
５歳 石本　ゆずな 京王幼稚園

３年 知本　望花 真野小学校
３年 廣川　優月 上山小学校
３年 寺﨑　新 西内野小学校

４年 古俣　しおり 竹尾小学校
４年 菅野　彩音 亀田西小学校
４年 谷江　泉美 見附小学校

５年 津田　遙 真野小学校
５年 古賀　咲帆 新潟小学校
５年 山本　琉星 巻北小学校

６年 土田　姫希 亀田小学校
６年 矢澤　柚生 上所小学校
６年 中澤　心春 堀越小学校

中２ 広沢　采麗 下山中学校 中３ 佐藤　仁穂 栄中学校
中３ 鈴木　夢歩 佐渡特別支援学校

歳 氏　名 園　　名
４歳 田部　進次朗 新津第一幼稚園
４歳 五十嵐　絢心 結幼稚園
４歳 本間　健晃 蓮野こども園
４歳 駒井　柊也 蓮野こども園
４歳 髙橋　菫 亀代こども園

歳 氏　名 園　　名
５歳 石黒　完太 小合東幼稚園
５歳 相馬　梨衣 小須戸幼稚園
５歳 小俣　沙里佳 神宮幼稚園
５歳 石橋　杏奈 曽野木まるみ幼稚園
５歳 中島　理玖 燕東幼稚園

学年 氏　名 校　　名
２年 大嶋　明希 早通南小学校
２年 成田　健悟 東山の下小学校
２年 金子　悠斗 東中野山小学校
２年 田中　奈緒 東中野山小学校
２年 渡邉　晃叶 江南小学校
２年 久保　日和 江南小学校
２年 武田　翔悟 江南小学校
２年 野﨑　周音 鏡淵小学校
２年 　原　佳奈 新潟小学校
２年 デュケット　美愛 新潟小学校
２年 曽我　優誠 沼垂小学校
２年 加藤　陽子 上所小学校
２年 戸嶋　航太 上所小学校
２年 山田　葉梛 鳥屋野小学校
２年 中原　巧人 笹口小学校
２年 田中　玲維 女池小学校
２年 髙橋　夢唯 金津小学校
２年 大倉　紗恵 阿賀小学校
２年 蜜田　晴生 小林小学校
２年 熊倉　啓寿 臼井小学校
２年 渡部　花桃 小針小学校
２年 鈴木　彰人 新通小学校
２年 石川　紗 新通小学校
２年 高橋　晴葵 真砂小学校
２年 宇佐美　凛花 真砂小学校
２年 吉田　晴香 西内野小学校
２年 岩野　桐子 西内野小学校
２年 青木　美桜 加治川小学校
２年 本間　絢葉 砂山小学校
２年 加藤　仁子 神納東小学校
２年 長谷川　凛瑚 川東小学校
２年 長谷川　琉己 巣本小学校
２年 上之山　篤人 松ヶ崎小学校
２年 飛鳥　陸斗 中条小学校
２年 本保　智洋 粟島浦小学校
２年 土田　心結 名木野小学校
２年 齋藤　丈瑠 中条小学校

学年 氏　名 校　　名
３年 三善　玲菜 葛塚東小学校
３年 三林　雛乃 葛塚東小学校
３年 高岡　希 早通南小学校
３年 棚橋　巧太 大形小学校
３年 小島　苺華 下山小学校
３年 神田　詩歩 下山小学校
３年 南雲　彩有芽 牡丹山小学校
３年 鈴木　優理 万代長嶺小学校
３年 小林　桜 亀田東小学校
３年 渡部　康太 新津第一小学校
３年 長谷川　碧音 白根小学校
３年 畠山　瑞希 坂井東小学校
３年 山田　希羽 坂井輪小学校
３年 若槻　優輝 真砂小学校
３年 星野　華恵 巻北小学校
３年 坂上　煌 五十嵐小学校
３年 本田　淳之助 佐々木小学校
３年 木村　直仁 神納東小学校
３年 小田　永眞 塩野町小学校
３年 吉倉　由梛 安野小学校
３年 渡部　結衣 赤泊小学校
３年 畑山　勇人 早通南小学校
３年 宮﨑　竣 相川小学校
３年 長井　脩 濁川小学校
３年 内山　斗真 保内小学校
３年 相馬　虹奏 保内小学校
３年 髙橋　廉人 保内小学校
３年 林　優真 東小学校
３年 佐野　朱里 女池小学校
３年 佐藤　千華 神納小学校
３年 赤塚　結月 真野小学校

４年 松榮　慧 牡丹山小学校
４年 本間　瑞貴 矢代田小学校
４年 重川　快士 味方小学校
４年 佐藤　羽瑠 内野小学校
４年 田中　健斗 結小学校
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中学校の部
学年 氏　名 校　　名
中１ 薄田　京花 新津第二中学校
中１ 目黒　伯 大島中学校

高等学校の部
学年 氏　名 校　　名
高２ 酒井　和花 東京学館新潟高等学校

学年 氏　名 校　　名
中２ 本多　紫 五泉北中学校

学年 氏　名 校　　名
４年 山之内　春翔 新津第三小学校
４年 山崎　月歌 大野小学校
４年 大和　七海 東青山小学校
４年 土田　琥珀 大形小学校
４年 古田　弥里 牡丹山小学校
４年 新田　旭 関屋小学校
４年 田村　唯 上所小学校
４年 近藤　颯太 上所小学校
４年 片岡　実優 小須戸小学校
４年 川田　梨瑚 茨曽根小学校
４年 山﨑　美桜 五十嵐小学校
４年 石黒　湧士 五十嵐小学校
４年 藤間　歩夢 東小学校
４年 加藤　優太 東豊小学校
４年 坂上　月乃 蓮野小学校
４年 笠原　悠大 葛塚東小学校
４年 長嶋　裕士 両津小学校
４年 土屋　隆太郎 鏡淵小学校
４年 前田　琳 保内小学校
４年 中村　蒼梧 有明台小学校
４年 髙野　嗣生 曽野木小学校
４年 渡辺　結葉 小須戸小学校
４年 渡邉　蒼 日和山小学校
４年 山田　煌凱 日和山小学校
４年 明渡　萊良 葛塚東小学校
４年 佐々木　大晴 早通小学校

学年 氏　名 校　　名
５年 竹下　大翔 早通小学校
５年 遠山　隼斗 金屋小学校
５年 細野　愛梨 畑野小学校
５年 柴原　煌 真野小学校
５年 今井　颯希 葛塚小学校
５年 成田　美来衣 大形小学校
５年 白木　梨愛 下山小学校
５年 石塚　ななみ 女池小学校
５年 更級　一花 葛塚小学校
５年 佐藤　健翔 神納小学校
５年 北上　陽士 桜が丘小学校
５年 浅染　幸紀 鳥屋野小学校
５年 小川　悠月 庄瀬小学校
５年 田村　ひより 亀田西小学校
５年 池川　忠之 関屋小学校
５年 武藤　龍翔 水原小学校
５年 近藤　沙奈 横越小学校
５年 湯川　文音 新潟小学校
５年 水野　煌斗 早通南小学校
５年 酒井　琉太 加治川小学校
５年 清野　優 大野小学校
５年 渡部　日和 内野小学校
５年 齋藤　陽多 猿沢小学校
５年 佐々木　花 東中野山小学校
５年 本間　愛琉 七葉小学校

学年 氏　名 校　　名
６年 古川　拓 中野山小学校
６年 加藤　寧々 木戸小学校
６年 佐近　文瀬 江南小学校
６年 小林　夏葵 白山小学校
６年 高野　果歩 沼垂小学校
６年 齋　　優芽 山潟小学校
６年 横野　芙佳 上所小学校
６年 奥田　凌向 上所小学校
６年 川上　丈智 女池小学校
６年 保屋野　匠 上山小学校
６年 小川　海鈴 早通小学校
６年 堀　こころ 新津第二小学校
６年 穂苅　明日羽 荻川小学校
６年 富岡　永菜 臼井小学校
６年 藤田　航心 立仏小学校
６年 荒井　昭人 岩室小学校
６年 中川　こすも 鎧郷小学校
６年 小林　桃 東小学校
６年 矢部　結子 村上小学校
６年 渡邊　心 保内小学校
６年 仲川　美海 金井小学校
６年 佐藤　結衣 黒川小学校
６年 江口　郁眞 吉田小学校
６年 天満　駈 新潟小学校

学年 氏　名 校　　名
中２ 布施　佳梨 村松桜中学校
中２ 髙橋　啓 栄中学校

学年 氏　名 校　　名
中３ 松本　実那 新津第五中学校
中３ 阿部　日向 東新潟中学校

学年 氏　名 校　　名
高１ 天野　貴大 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 田邊　美郷 沼垂幼稚園
３歳 髙橋　弥恵 新津第一幼稚園
３歳 外山　和太郎 新津第一幼稚園
３歳 笠原　和真 新津第三幼稚園
３歳 ルネ　麗生 新津第三幼稚園
３歳 坂井　真仁 結幼稚園
３歳 星野　恵次郎 市之瀬幼稚園
３歳 渡邉　柚絆 蓮野こども園
３歳 岩渕　渉真 　 蓮野こども園
３歳 山﨑　結愛 蓮野こども園
３歳 本間　凪 蓮野こども園
３歳 志村　守希 蓮野こども園
３歳 佐藤　千隼 蓮潟こども園
３歳 齋藤　千咲 蓮潟こども園
３歳 佐藤　ひまり 蓮潟こども園
３歳 渡邉　風冴 蓮潟こども園
３歳 髙橋　諒大 亀代こども園
３歳 髙澤　佑心 亀代こども園
３歳 鶴巻　絆珠 亀代こども園
３歳 佐野　岳玖 亀代こども園
３歳 髙松　菜織 亀代こども園
３歳 吉澤　楓人 亀代こども園
３歳 伊藤　理仁 亀代こども園
３歳 長谷川　琢磨 亀代こども園
３歳 田中　秀虎 神宮幼稚園
３歳 髙島　仁鼓 ノートルダム幼稚園
３歳 すぎやま　かなた 真人幼稚園
３歳 齋藤　結花 曽野木まるみ幼稚園
３歳 わかつき　ゆいと あおい幼稚園
３歳 荻原　歩未 親松幼稚園

歳 氏　名 園　　名
４歳 山下　裕大 沼垂幼稚園
４歳 佐野　楓汰 沼垂幼稚園
４歳 山下　杏梛 牡丹山幼稚園
４歳 長谷川　優 牡丹山幼稚園
４歳 田村　幸大 牡丹山幼稚園
４歳 たかはし　ゆうせい 西幼稚園
４歳 さとう　ゆうりつ 西幼稚園
４歳 牛膓　達 新津第三幼稚園
４歳 上床　真大 結幼稚園
４歳 倉井　來瑠 結幼稚園
４歳 坂上　龍之介 結幼稚園
４歳 木下　尊琥 結幼稚園
４歳 澤田　力哉 小合東幼稚園
４歳 羽入　逢衣 小須戸幼稚園
４歳 長谷川　大駕 五泉市立第一幼稚園
４歳 佐藤　達平 村松幼稚園
４歳 山田　弦生 蓮野こども園
４歳 庭野　恵那 蓮野こども園
４歳 小川　倖叶 蓮潟こども園
４歳 佐藤　那樹 蓮潟こども園
４歳 小林　龍平 亀代こども園
４歳 渡邊　さら 亀代こども園
４歳 渡邉　陽仁 亀代こども園
４歳 大屋　都比海 ノートルダム幼稚園
４歳 小林　颯大 ノートルダム幼稚園
４歳 角田　晴都 まるみ幼稚園
４歳 大坂　美月 まるみ幼稚園
４歳 むらやま　けいご あおい幼稚園
４歳 山崎　叶太 親松幼稚園
４歳 佐川　しんのすけ 京王幼稚園
４歳 原　春道 割野こども園
４歳 生神　倫太郎 割野こども園
４歳 武藤　泰凪 第一幼稚園
４歳 小野塚　千紘 第一幼稚園

歳 氏　名 園　　名
５歳 稲家　羽佑真 沼垂幼稚園
５歳 志賀　夢咲 沼垂幼稚園
５歳 山田　こはる 牡丹山幼稚園
５歳 山際　湊都 牡丹山幼稚園
５歳 さとう　たかひろ 西幼稚園
５歳 渡邉　光 新津第一幼稚園
５歳 桐生　羽望 新津第二幼稚園
５歳 佐々木　然 新津第三幼稚園
５歳 白井　すみれ 新津第三幼稚園
５歳 小林　文音 結幼稚園
５歳 片桐　豪司 市之瀬幼稚園
５歳 藤田　絢音　 小須戸幼稚園
５歳 北澤　亮 蓮野こども園
５歳 加藤　勇雅 蓮野こども園
５歳 小林　凜子 蓮野こども園
５歳 眞鍋　果穂 蓮野こども園
５歳 清水　裕仁 蓮潟こども園
５歳 佐久間　海生 蓮潟こども園
５歳 吉田　隼 蓮潟こども園
５歳 遠藤　樹晃 蓮潟こども園
５歳 髙橋　莉理 亀代こども園
５歳 髙松　莉織 亀代こども園
５歳 渡邉　真夢 亀代こども園
５歳 高地　煌 亀代こども園
５歳 松岡　千尋 寺尾幼稚園
５歳 田中　洸太朗 寺尾幼稚園
５歳 ほり　まなみ あおい幼稚園
５歳 清水　継悟 親松幼稚園
５歳 布川　佳歩 親松幼稚園
５歳 佐々木　結加 親松幼稚園
５歳 阿部　朔也 親松幼稚園
５歳 片寄　かほ 京王幼稚園
５歳 村山　王優 鵬幼稚園
５歳 長部　瑞季 鵬幼稚園

【造形活動部門】 園・校名 グループ名 活動名
あおい幼稚園 さくら組 ぼくたちわたしたちの収穫祭！！
旭が丘幼稚園 旭が丘幼稚園年中組 くさむらたんけん
あおい幼稚園 もも組 つくってあそぼ！
結幼稚園 新潟市立結幼稚園年中４歳児 みんなででかけよう！
真人幼稚園 真人幼稚園きいろぐみ おみこし
五十嵐小学校 新潟市立五十嵐小学校 笑顔無限大楽46ツアー
曽野木小学校 しろはす・すずかけ学級 出会いから広がるぼくたちの世界！

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 熊倉　蓮 濁川小学校
１年 安彦　直輝 葛塚東小学校
１年 阿部　くるみ 木崎小学校
１年 近藤　史彬 竹尾小学校
１年 青木　悠真 江南小学校
１年 堀　悠仁 関屋小学校
１年 長井　琉太朗 新潟小学校
１年 大谷　和音 新潟小学校
１年 五十嵐　瑶 山潟小学校
１年 浅井　優嬉 山潟小学校
１年 池田　拓世 山潟小学校
１年 徳間　風華 鳥屋野小学校
１年 宮﨑　玲亜 鳥屋野小学校
１年 五十嵐　駿 鳥屋野小学校
１年 米田　煌 有明台小学校
１年 大滝　唯跳 桜が丘小学校
１年 いのまた　そうた 曽野木小学校
１年 石井　七海 横越小学校
１年 近藤　柚歩 亀田小学校
１年 片桐　明莉 亀田小学校
１年 谷本　卓弥 新飯田小学校
１年 鹿嶋　梨生 大通小学校
１年 庭山　凛果 大通小学校
１年 青木　きらら 小針小学校
１年 田長　心鈴 小針小学校
１年 小竹　あやめ 大野小学校
１年 真柄　駿 大野小学校
１年 佐藤　寿咲 大野小学校
１年 花岡　愛菜 西内野小学校
１年 今田　千晴 東小学校
１年 松村　啓示 本田小学校
１年 中村　碧士 塩野町小学校
１年 羽賀　伊吹 五泉南小学校
１年 山本　千桜 五泉南小学校
１年 鈴木　奏音 水原小学校
１年 小田　里穂 河原田小学校
１年 石栗　樹 中条小学校
１年 村山　陽莉 黒川小学校
１年 藤井　涼月 山倉小学校
１年 松浦　汐里 粟島浦小学校
１年 木島　詩葉 外ヶ輪小学校
１年 船山　碧 外ヶ輪小学校
１年 中村　太一 二葉小学校
１年 岩川　元希 七葉小学校
１年 加藤　悠之介 加治川小学校
１年 齊藤　えみか 村上小学校
１年 鈴木　葉 村上小学校
１年 若林　美杏 村上小学校
１年 佐藤　心美 山辺里小学校
１年 水澤　玲音 五泉南小学校
１年 阿部　日向子 愛宕小学校
１年 渡邉　伶音 葛塚東小学校
１年 岸　東吾 大形小学校
１年 堀井　祐良 大形小学校
１年 古寺　惺七 大形小学校
１年 薄井　蒼矢 中野山小学校
１年 田村　彩華 中野山小学校
１年 渡邉　杏 下山小学校
１年 おりた　あやね 牡丹山小学校
１年 大矢　穏空 江南小学校
１年 林　旺之慎 新潟小学校
１年 佐藤　珠璃 新潟小学校
１年 伊東　夏希 山潟小学校
１年 森山　琴遥 上所小学校
１年 小林　叶和 鳥屋野小学校
１年 澤口　恵茉 鳥屋野小学校
１年 伊藤　柊哉 鳥屋野小学校
１年 五十嵐　昴流 鳥屋野小学校
１年 本間　宥至 鳥屋野小学校
１年 富山　諒大 鳥屋野小学校
１年 若林　誉人 鳥屋野小学校
１年 平賀　絢 上山小学校
１年 手塚　有琉 亀田小学校
１年 細川　理穂 亀田小学校
１年 渡邉　裕貴 新津第三小学校
１年 佐藤　七海 新津第三小学校
１年 萱森　夏都 新津第三小学校
１年 川住　将矢 新津第三小学校
１年 米田　翔 金津小学校
１年 岩見　渚冴 大通小学校
１年 中澤　優杏 小針小学校
１年 加藤　勇輝 坂井輪小学校
１年 曽我　優斗 坂井輪小学校
１年 渡辺　圭祐 西内野小学校
１年 永嶋　壮真 中之口東小学校
１年 河治　雪海 中之口西小学校
１年 尾﨑　康城 見附小学校
１年 五十嵐　海夏 見附小学校
１年 湯本　咲花 名木野小学校
１年 坂井　つぐみ 小中川小学校
１年 二平　隼汰 葛塚小学校
１年 和田　はるか 竹尾小学校

(奨励賞)

学年 氏　名 校　　名
１年 金山　結菜 浜浦小学校
１年 霜鳥　寧々 万代長嶺小学校
１年 齋藤　咲寧 万代長嶺小学校
１年 白井　優真 上所小学校
１年 中原　大和 上所小学校
１年 遠藤　慶成 上所小学校
１年 山谷　直輝 有明台小学校
１年 松井　理蘭 有明台小学校
１年 佐藤　まりあ 有明台小学校
１年 千島　萩 南万代小学校
１年 村木　虹和 横越小学校
１年 古泉　奏太 横越小学校
１年 貝津　佑稀 早通小学校
１年 山田　琉生 大淵小学校
１年 さいとう　ひなた 結小学校
１年 たまき　りゅう 結小学校
１年 ほんま　ちはる 結小学校
１年 はしもと　あずな 荻川小学校
１年 櫻井　明香里 荻川小学校
１年 永木　美空 白根小学校
１年 古川　唯斗 白根小学校
１年 夏川　祐香 大通小学校
１年 広野　雫 大鷲小学校
１年 髙地　輝 小針小学校
１年 早川　知里 小針小学校
１年 中野　紅蘭 新通小学校
１年 だんじょう　ゆうご 内野小学校
１年 山岸　瑞生 五十嵐小学校
１年 伊藤　黎明 五十嵐小学校
１年 小林　愛叶 坂井輪小学校
１年 近　風汰 黒川小学校
１年 冨樫　和菜 坂井輪小学校
１年 桑野　智紘 東青山小学校
１年 遠藤　充 東青山小学校
１年 野瀬　健太 東青山小学校
１年 西岡　はな 東青山小学校
１年 木寺　ことみ 和納小学校
１年 赤川　侑糸 曽根小学校
１年 澤井　優月 曽根小学校
１年 おぐま　しょうた 松浜小学校
１年 森田　帆奈 木崎小学校
１年 板谷　海斗 東山の下小学校
１年 西山　陽菜乃 荻川小学校
１年 竹内　柚稀 東小学校
１年 野﨑　聖菜 川東小学校
１年 籘倉　心詩 川東小学校
１年 本間　水貴 藤塚小学校
１年 横井　慎 保内小学校
１年 山田　初禾 神納小学校
１年 佐野　楓花 河原田小学校
１年 井上　光 中条小学校
１年 波多　葵咲 五泉南小学校
１年 坂川　翠 神納小学校
１年 大滝　心菜 さんぽく北小学校
１年 宇田　大城 相川小学校
１年 本間　琉翔 河原田小学校
１年 齋藤　芹菜 黒川小学校
１年 齋藤　創介 山倉小学校
１年 宮野　湊 山倉小学校
１年 落合　あかね 愛宕小学校
１年 伊藤　那菜 愛宕小学校
１年 小林　幸煌 中野山小学校
１年 野﨑　優 荻川小学校

２年 神田　泰我 太夫浜小学校
２年 水澤　蓮 太夫浜小学校
２年 中村　颯一朗 濁川小学校
２年 小林　蒼佑 葛塚東小学校
２年 柴山　堅志 葛塚東小学校
２年 齋藤　美杏 葛塚東小学校
２年 加藤　徠 早通南小学校
２年 星野　大冴 早通南小学校
２年 菊池　未音 早通南小学校
２年 中村　虎羽 大形小学校
２年 山本　聖 大形小学校
２年 今井　遥斗 中野山小学校
２年 真島　将来 桃山小学校
２年 富樫　乃愛 下山小学校
２年 佐藤　匠海 牡丹山小学校
２年 鈴木　翔太 牡丹山小学校
２年 佐藤　環 東中野山小学校
２年 池田　章人 東中野山小学校
２年 駒澤　愛奈 東中野山小学校
２年 宮下　すず 江南小学校
２年 山本　蒼大 江南小学校
２年 野口　速斗 江南小学校
２年 長澤　悠靖 浜浦小学校
２年 笠原　洋人 浜浦小学校
２年 田中　莉咲 関屋小学校
２年 髙橋　宏人 鏡淵小学校
２年 石山　詩歩 鏡淵小学校
２年 仲野　碧衣 白山小学校

学年 氏　名 校　　名
２年 白勢　頼 新潟小学校
２年 淺井　達貴 新潟小学校
２年 雫石　航太郎 新潟小学校
２年 前田　幸大 日和山小学校
２年 早川　柚希 万代長嶺小学校
２年 佐藤　晴輝 山潟小学校
２年 尾﨑　凛 上所小学校
２年 丸田　息吹 上所小学校
２年 照屋　瑠 上所小学校
２年 塚越　羽菜 鳥屋野小学校
２年 南　いちか 鳥屋野小学校
２年 佐々木　亮達 笹口小学校
２年 菅原　悠汰 女池小学校
２年 益原　悠 女池小学校
２年 鶴田　悠真 女池小学校
２年 瀧澤　芳佳 女池小学校
２年 眞島　隼斗 女池小学校
２年 平澤　帆乃果 有明台小学校
２年 吉田　海知 有明台小学校
２年 上原　英明 桜が丘小学校
２年 早津　虎太 桜が丘小学校
２年 大竹　悠誠 丸山小学校
２年 村山　義人 丸山小学校
２年 古泉　梨瑚 曽野木小学校
２年 大橋　遥斗 曽野木小学校
２年 樽木　伶依 横越小学校
２年 早川　実希 横越小学校
２年 坂井　翔琉 横越小学校
２年 渡邊　侑奈 亀田東小学校
２年 佐藤　快斗 亀田西小学校
２年 尾﨑　惠介 亀田西小学校
２年 宮﨑　珀 新津第一小学校
２年 古川　湧眞 新津第三小学校
２年 高野　颯志 新津第三小学校
２年 高野　陽向 新津第三小学校
２年 髙橋　律 新津第三小学校
２年 関川　陽仁 新津第三小学校
２年 小貫　蒼馬 新津第三小学校
２年 渡邊　恵玲奈 新津第三小学校
２年 田中　凛 結小学校
２年 齋藤　大志 小合東小学校
２年 吉田　幸樹 小合東小学校
２年 秋山　星夢 金津小学校
２年 滝沢　悠 阿賀小学校
２年 菅井　勇伸 阿賀小学校
２年 渡邉　奏多 白根小学校
２年 山際　美宇 白根小学校
２年 寺崎　心都 白根小学校
２年 長谷川　大也 大鷲小学校
２年 仲山　莉子 味方小学校
２年 長谷川　瑞樹 小針小学校
２年 亀屋　志太朗 新通小学校
２年 星名　研志 新通小学校
２年 根津　拓実 新通小学校
２年 武石　椛希 新通小学校
２年 鈴木　由里奈 新通小学校
２年 後藤　咲帆 新通小学校
２年 藤田　樹稀 新通小学校
２年 北原　陽 新通小学校
２年 佐藤　伶 新通小学校
２年 荒井　啓吾 新通小学校
２年 平野　佑樹 内野小学校
２年 小竹　真平 内野小学校
２年 酒井　薫 内野小学校
２年 金子　由伸 赤塚小学校
２年 寺尾　直槻 青山小学校
２年 粕川　滉心 五十嵐小学校
２年 青栁　佑汰 坂井輪小学校
２年 長谷川　琴乃 坂井東小学校
２年 横山　蒼空 西内野小学校
２年 増田　諒介 西内野小学校
２年 秋山　瞬 西内野小学校
２年 山本　賢典 西内野小学校
２年 阿部　瑛大 西内野小学校
２年 本間　聖奈 西内野小学校
２年 山田　美妃 西内野小学校
２年 髙澤　咲 西内野小学校
２年 田邉　理恋 東青山小学校
２年 佐藤　大輔 東青山小学校
２年 小塚　聡真 東青山小学校
２年 白川　晴太郎 大野小学校
２年 高橋　彗 大野小学校
２年 君塚　煌大 大野小学校
２年 酒井　楓雅 山田小学校
２年 尻江　咲良 岩室小学校
２年 中村　玲雄 曽根小学校
２年 渡辺　葵花 升潟小学校
２年 山﨑　褒香 潟東小学校
２年 黒川　くるみ 潟東小学校
２年 井上　悠真 巻南小学校
２年 荒明　玲那 東小学校
２年 齋藤　修毅 東豊小学校
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(奨励賞)
学年 氏　名 校　　名
２年 樋口　昂成 本田小学校
２年 椎谷　来斗 米子小学校
２年 本間　絢斗 藤塚小学校
２年 須貝　一心 藤塚小学校
２年 安田　虎太郎 加治川小学校
２年 工藤　大羽 村上小学校
２年 鈴木　晴馬 上海府小学校
２年 秋山　想嵐 保内小学校
２年 安部　莉沙 保内小学校
２年 松村　脩希 保内小学校
２年 佐藤　蓮 保内小学校
２年 小島　美津成 保内小学校
２年 川崎　寧々 砂山小学校
２年 木村　優斗 神納東小学校
２年 今井　叶 朝日みどり小学校
２年 大堀　蒼空 川東小学校
２年 長谷川　泰心 巣本小学校
２年 大嶋　美音 橋田小学校
２年 神尾　泰雅 愛宕小学校
２年 近藤　千紘 水原小学校
２年 榎　颯汰 新穂小学校
２年 竹内　莉央 真野小学校
２年 小池　涼花 中条小学校
２年 中田　桃弥 中条小学校
２年 平野　孝 中条小学校
２年 渡邉　響 黒川小学校
２年 渡邉　暖 山倉小学校
２年 齊藤　空音 津川小学校
２年 清野　桜吏 小池小学校
２年 松﨑　虹琥 小須戸小学校
２年 長谷川　宏絆 坂井輪小学校
２年 齋藤　楓真 坂井東小学校
２年 丸山　常磐 東青山小学校
２年 菊池　優太 御免町小学校

３年 清水　茉優 濁川小学校
３年 谷内田　翔太 濁川小学校
３年 山田　福一郎 葛塚小学校
３年 阿部　志禮 早通南小学校
３年 阿部　隼士 早通南小学校
３年 岩本　ひなた 早通南小学校
３年 加藤　結衣 岡方第一小学校
３年 石栗　朱莉 山の下小学校
３年 五十嵐　小春 山の下小学校
３年 白井　花 大形小学校
３年 佐藤　美莉愛 大形小学校
３年 小林　杏菜 大形小学校
３年 小林　寧々 大形小学校
３年 笠原　小花 木戸小学校
３年 本間　蒼空 東山の下小学校
３年 石田　理穏 東山の下小学校
３年 木村　晴宗 牡丹山小学校
３年 佐藤　彩羽 牡丹山小学校
３年 小柳　柚月 牡丹山小学校
３年 大嶋　虹夏 牡丹山小学校
３年 　野　智那 牡丹山小学校
３年 北村　龍ノ介 竹尾小学校
３年 小竹　快治 江南小学校
３年 島津　見芙実 江南小学校
３年 江口　咲英 浜浦小学校
３年 岡島　光里 浜浦小学校
３年 鈴木　美都 白山小学校
３年 水澤　春乃 白山小学校
３年 村山　洸晟 沼垂小学校
３年 鈴木　愛菜 沼垂小学校
３年 石田　仁 沼垂小学校
３年 布施　結彩 沼垂小学校
３年 吉田　実優 沼垂小学校
３年 川崎　蒼馬 笹口小学校
３年 渡邉　康太 女池小学校
３年 野口　実玖 有明台小学校
３年 鈴木　直太朗 有明台小学校
３年 太田　湊士 上山小学校
３年 稲垣　翔 桜が丘小学校
３年 羽取　亮 丸山小学校
３年 外山　凛 丸山小学校
３年 岩崎　実央 曽野木小学校
３年 馬場　瑛太 曽野木小学校
３年 増田　華 曽野木小学校
３年 小柳　蒼空 亀田西小学校
３年 土屋　綾乃 新津第一小学校
３年 菅原　翔琉 新津第一小学校
３年 清水　太斗 結小学校
３年 本間　柚葵 結小学校
３年 恩田　レイ 荻川小学校
３年 小林　凜花 小合東小学校
３年 川嶋　優愛 小合東小学校
３年 針貝　沙良 庄瀬小学校
３年 田中　誠也 白根小学校
３年 小林　臣平 大通小学校
３年 星野　聖弥 味方小学校
３年 飛田　龍輝 味方小学校
３年 嶋倉　涼太 小針小学校

学年 氏　名 校　　名
３年 谷　厚史朗 新通小学校
３年 髙野　楓太 新通小学校
３年 西沢　歩 新通小学校
３年 安念　美翔 赤塚小学校
３年 佐藤　望葵 赤塚小学校
３年 竹田　山澄 青山小学校
３年 山形　友理 青山小学校
３年 金子　夢結 真砂小学校
３年 本田　梨緒 真砂小学校
３年 小林　遼哉 真砂小学校
３年 瀬戸　拓弥 真砂小学校
３年 井田　葵 五十嵐小学校
３年 五十嵐　栞 五十嵐小学校
３年 伊藤　凛叶 五十嵐小学校
３年 星　結仁 坂井輪小学校
３年 土田　侑奈 坂井東小学校
３年 小倉　理瑚 東青山小学校
３年 佐藤　夢菜 大野小学校
３年 栗林　輝 大野小学校
３年 星　瑛彦 立仏小学校
３年 古俣　翔太　 曽根小学校
３年 内藤　暖羽 曽根小学校
３年 菅沼　冬聖 鎧郷小学校
３年 大岩　優莉奈 升潟小学校
３年 小林　旺生 潟東小学校
３年 桒原　晶子 漆山小学校
３年 高野　小夏 御免町小学校
３年 田中　瑛一朗 御免町小学校
３年 島井　星華 御免町小学校
３年 小谷野　ゆら 東小学校
３年 日下部　暖斗 東小学校
３年 岡田　篤弥 東豊小学校
３年 都倉　梨希愛 加治川小学校
３年 長島　笑歩 村上小学校
３年 山脇　真帆 村上南小学校
３年 大滝　兎羽 村上南小学校
３年 大滝　凛心 山辺里小学校
３年 小田　世玲菜 山辺里小学校
３年 小川　莉音 保内小学校
３年 明間　琥羽 五泉小学校
３年 長谷川　航也 五泉南小学校
３年 瀧澤　悠貴 愛宕小学校
３年 田中　逞 愛宕小学校
３年 桑原　暖乃羽 安田小学校
３年 松村　龍輝 安田小学校
３年 岩﨑　飛琉 水原小学校
３年 中野　颯輝 安野小学校
３年 髙橋　寛史 安野小学校
３年 山﨑　剛司 安野小学校
３年 安藤　静音 河崎小学校
３年 伊藤　咲智 加茂小学校
３年 山岸　礼成 加茂小学校
３年 本田　紗菜 相川小学校
３年 山本　綾音 金泉小学校
３年 加藤　真優奈 金井小学校
３年 祝　美優 金井小学校
３年 本田　敬良 新穂小学校
３年 児玉　隆成 新穂小学校
３年 石川　煌大 行谷小学校
３年 中川　瑠菜 小木小学校
３年 岩崎　蒼生 赤泊小学校
３年 小菅　ゆい 中条小学校
３年 井上　心碧 築地小学校
３年 髙橋　侑華 築地小学校
３年 榎本　友貴 黒川小学校
３年 髙橋　楓茉 黒川小学校
３年 内藤　理琥 蓮野小学校
３年 杉沢　蒼天 蓮野小学校
３年 齋藤　龍 蓮野小学校
３年 本多　咲絵 燕西小学校
３年 大﨑　翔太郎 見附小学校
３年 大越　依純 見附小学校
３年 川内　飛龍 新津第一小学校
３年 鈴木　健斗 小須戸小学校
３年 花岡　泰生 巻南小学校

４年 荒木　洸次郎 濁川小学校
４年 遠山　理沙 濁川小学校
４年 磯辺　侑里 葛塚東小学校
４年 金子　菜摘 木崎小学校
４年 成田　瑞稀 大形小学校
４年 野口　颯人 大形小学校
４年 伊藤　綾音 中野山小学校
４年 小島　銀次 中野山小学校
４年 青柳　連太朗 南中野山小学校
４年 稲野　玲 南中野山小学校
４年 外山　陽也 南中野山小学校
４年 後藤　碧壬 関屋小学校
４年 川村　悠月 鏡淵小学校
４年 関口　結心 鏡淵小学校
４年 山木　蘭 新潟小学校
４年 小俣　旬輝 新潟小学校
４年 小島　希輝 日和山小学校

学年 氏　名 校　　名
４年 遠藤　心菜 山潟小学校
４年 星野　杏佳 上所小学校
４年 安藤　咲希 上所小学校
４年 奥田　日和 上所小学校
４年 山岸　将眞 女池小学校
４年 加藤　真依 有明台小学校
４年 冨樫　悠人 桜が丘小学校
４年 熊谷　瑠乃 桜が丘小学校
４年 土橋　一斗 丸山小学校
４年 味田　優里 東曽野木小学校
４年 今井　秀利 横越小学校
４年 佐藤　優 亀田小学校
４年 大澤　凜 亀田小学校
４年 斉藤　珠輝也 早通小学校
４年 小林　麟太郎 亀田東小学校
４年 山田　紬 亀田東小学校
４年 佐藤　香里 新津第一小学校
４年 伊庭　漣南 新津第一小学校
４年 　苅　優 新津第三小学校
４年 堀口　未央那 新津第三小学校
４年 押味　瞳子 小合小学校
４年 冨山　杏 白根小学校
４年 勢子　晴香 大通小学校
４年 本間　奏向 味方小学校
４年 佐藤　羽芽 小針小学校
４年 髙瀨　蒼空 小針小学校
４年 丸山　桃菜 新通小学校
４年 田代　兼三 内野小学校
４年 田中　優羽 内野小学校
４年 石井　乃愛 五十嵐小学校
４年 伊比　雪乃 五十嵐小学校
４年 芳賀　暖乃 坂井輪小学校
４年 武石　愛紗 西内野小学校
４年 石田　菜美花 西内野小学校
４年 鈴木　夢叶 大野小学校
４年 小林　由奈 大野小学校
４年 木戸　李音 大野小学校
４年 倉嶋　大翔 立仏小学校
４年 松田　佳花美 鎧郷小学校
４年 斎藤　瑶平 潟東小学校
４年 星野　紗衣 潟東小学校
４年 永塚　仁都 中之口東小学校
４年 如澤　彩 中之口西小学校
４年 長沼　成 中之口西小学校
４年 片桐　玄太郎 越前小学校
４年 中村　帝 巻南小学校
４年 藤間　一誠 東小学校
４年 川口　竜喜 川東小学校
４年 杉田　実悠 東豊小学校
４年 田中　美宇 紫雲寺小学校
４年 野口　七海 村上南小学校
４年 武藤　瑠月 五泉小学校
４年 川瀨　杏奈 大蒲原小学校
４年 桃井　心花 愛宕小学校
４年 佐藤　丁虎 京ヶ瀬小学校
４年 菊地　茉鈴 水原小学校
４年 渡邉　果波 両津小学校
４年 近　柚那 黒川小学校
４年 杣　虎将 蓮野小学校
４年 登阪　晶 見附小学校
４年 松原　賢心 見附小学校
４年 梅本　聖也 見附小学校
４年 山田　龍誠 松浜小学校
４年 堀川　凛子 大形小学校
４年 神田　晟吾 木戸小学校
４年 小林　寛大 東山の下小学校
４年 高野　七海 東山の下小学校
４年 立松　龍翔 下山小学校
４年 小黒　来花 牡丹山小学校
４年 佐々木　陸 関屋小学校
４年 三宮　志乃 白山小学校
４年 増井　煌人 万代長嶺小学校
４年 三井田　真菜 上山小学校
４年 武藤　心 紫竹山小学校
４年 園田　悠貴 紫竹山小学校
４年 佐藤　ほのか 横越小学校
４年 小形　和 早通小学校
４年 小林　遥陽 亀田西小学校
４年 小林　優月 亀田西小学校
４年 大江　琴子 新津第三小学校
４年 番場　駿仁 結小学校
４年 豊岡　侑馬 結小学校
４年 木津　恒輝 阿賀小学校
４年 坂井　遥香 小須戸小学校
４年 勢子　絢香 大通小学校
４年 那須野　今日香 小針小学校
４年 竹内　椿 内野小学校
４年 山本　倖瑠 赤塚小学校
４年 梶原　右丞 東青山小学校
４年 石橋　桃果 東青山小学校
４年 御器谷　一花 山田小学校
４年 星　勇羽 中之口東小学校
４年 出戸　みちる 御免町小学校
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中学校の部
学年 氏　名 校　　名
中１ 渡邉　空 赤塚中学校
中１ 酒井　鈴音 栄中学校
中１ 本多　咲貴 東新潟中学校
中１ 吉田　光希 小新中学校
中１ 宗像　真里亜 新津第五中学校
中１ 渡部　来門 内海府中学校
中１ 遠山　結和 中野小屋中学校
中１ 山崎　愛奈 下山中学校
中１ 清水　風花 横越中学校
中１ 渡邊　彩央奈 豊浦中学校
中１ 岩倉　勇斗 佐渡特別支援学校

中２ 五十嵐　環 小新中学校
中２ 村田　海斗 第一中学校
中２ 髙椿　大輝 黒埼中学校
中２ 小塚　彩来 栄中学校
中２ 加藤　鶴羽 下山中学校
中２ 小林　颯太 赤塚中学校
中２ 山崎　芽彩 新津第五中学校
中２ 林　未来 五泉中学校
中２ 池田　紗羽 下山中学校
中２ 石井　心渚 横越中学校

中３ 小野塚　春花 東新潟中学校
中３ 熊谷　日菜子 栄中学校
中３ 小野　華 白南中学校
中３ 鈴木　春輔 栄中学校
中３ 木竜　花夏 下山中学校
中３ 小池　陽仁 下山中学校
中３ 金田　莉音 栄中学校
中３ 鷲尾　新 横越中学校
中３ 島原　叶渡 横越中学校
中３ 北澤　琉輝 内海府中学校

高等学校の部
学年 氏　名 校　　名
高２ 木村　明華 敬和学園高等学校

高３ 長谷川　颯太 新発田中央高等学校
高３ 福嶌　遼太郎 新発田竹俣特別支援学校　いじみの分校

学年 氏　名 校　　名
高１ 横野　生矢 新発田竹俣特別支援学校
高１ 荒海　純麗 新発田竹俣特別支援学校
高２ 本間　優香 新発田竹俣特別支援学校
高２ 中山　俊 新発田竹俣特別支援学校

学年 氏　名 校　　名
４年 長井　美幸 二葉小学校
４年 阿部　咲央 東小学校
４年 下條　桜弥 加治川小学校
４年 星　千翠 五泉南小学校
４年 山田　拓磨 愛宕小学校
４年 星野　未羽 安田小学校
４年 髙橋　彪真 堀越小学校
４年 西村　賢吾 神山小学校
４年 宮川　虎太朗 河崎小学校
４年 山内　弥亜 二宮小学校
４年 石見　明星 二宮小学校
４年 岩井　さくら 真野小学校
４年 金子　悠乃 小木小学校
４年 菊池　時生 赤泊小学校
４年 渡邊　洋 亀代小学校
４年 星野　壽汰 小林小学校
４年 神田　翼 安田小学校

５年 阿部　伶郁 七葉小学校
５年 竹内　巴那 瀬波小学校
５年 桑名　清正 村上南小学校
５年 片桐　颯汰 堀越小学校
５年 小川　桜生 新津第一小学校
５年 星沢　アレン 御免町小学校
５年 本間　翔輝 蓮野小学校
５年 古川　凜 矢代田小学校
５年 大野　晄聖 新飯田小学校
５年 齋藤　奏 五十嵐小学校
５年 池田　未來 山倉小学校
５年 須田　美潤 中条小学校
５年 石月　創士 新津第一小学校
５年 村松　蒼太 新通小学校
５年 関　若菜 黒川小学校
５年 市村　遙斗 新津第三小学校
５年 吉田　栞 岩室小学校
５年 柳　楓大 五泉南小学校
５年 吉井　大護 東豊小学校
５年 西澤　敬太 南万代小学校
５年 西村　侑己 関屋小学校
５年 岡田　類 保内小学校
５年 佐久間　あゆ 巣本小学校
５年 松田　恵那 早通南小学校
５年 長尾　優哉 鳥屋野小学校
５年 片山　讃美 住吉小学校
５年 加藤　正樹弥 西内野小学校
５年 藤浪　花穏 万代長嶺小学校
５年 佐藤　美羽 河崎小学校
５年 茶畠　輝樹 山田小学校
５年 高橋　瑛大 燕西小学校
５年 小栁　幸来 新津第二小学校
５年 小杉　倫太郎 巻南小学校
５年 長谷川　暖紗 小合東小学校
５年 芳賀　琉唯 川東小学校
５年 佐藤　舞莉 豊栄南小学校
５年 塚本　碧海 両津小学校
５年 神田　丈助 結小学校
５年 坂井　央 潟東小学校
５年 関谷　保 東青山小学校
５年 岩野　凌哉 葛塚東小学校
５年 戸部　遥心 荻川小学校
５年 高野　葵羽 亀田東小学校
５年 山﨑　竜希 上山小学校
５年 大口　あかね 新津第二小学校
５年 　原　友里奈 行谷小学校
５年 近山　諒成 弥彦小学校
５年 宮﨑　由愛 笹口小学校
５年 佐藤　諒典 金津小学校
５年 遠藤　かのん 平林小学校
５年 富樫　晴道 濁川小学校
５年 中山　統基 御免町小学校
５年 小林　大地 浜浦小学校
５年 川﨑　康平 名木野小学校
５年 中山　栞 有明台小学校
５年 佐藤　采奈 山倉小学校
５年 川上　涼平 金井小学校
５年 佐藤　さくら 西神納小学校
５年 星　響一朗 亀田小学校
５年 仲山　陽太 新潟小学校
５年 成田　錬平 新潟小学校
５年 平野　哲琉 赤泊小学校
５年 佐藤　斗翔 葛塚小学校
５年 小川　こころ 青山小学校
５年 安中　綺星 南中野山小学校
５年 佐藤　葵衣 新津第三小学校
５年 本田　英雄 白山小学校
５年 小林　来琉 上所小学校
５年 笹川　瑠衣 升潟小学校
５年 相馬　楓也 上海府小学校
５年 本間　優花 神納東小学校
５年 小泉　和博 築地小学校
５年 辻井　優加 竹尾小学校
５年 松浦　桃花 桃山小学校
５年 庭山　英大 胎内小学校

学年 氏　名 校　　名
５年 竹内　夏向 小池小学校
５年 伊藤　愛乃 小須戸小学校
５年 手嶋　珠実 木崎小学校
５年 須田　陽乃隼 曽野木小学校
５年 神田　航太朗 二宮小学校
５年 長谷川　みちる 山田小学校
５年 吉村　彰太 安野小学校
５年 井所　美琴 濁川小学校
５年 神田　柚芽 太夫浜小学校
５年 木村　愛奈 太夫浜小学校
５年 金丸　龍之介 坂井輪小学校
５年 水野　凛 金泉小学校
５年 東條　愛杏 山の下小学校
５年 坂井　然 橋田小学校
５年 黒井　日万莉 南中野山小学校
５年 福島　裕吾 青山小学校
５年 伊藤　然 加茂小学校
５年 田中　祐東 横越小学校
５年 柏熊　颯人 曽根小学校
５年 後藤　琉渚 万代長嶺小学校
５年 多賀　夢奈 小瀬小学校
５年 神保　璃宝 江南小学校
５年 山口　司 江南小学校
５年 廣川　凜音 東青山小学校
５年 金子　颯太 東山の下小学校
５年 奥山　朱理 坂井東小学校
５年 大山　司 新通小学校
５年 野口　栞渚 東中野山小学校
５年 坂上　心彩 外ヶ輪小学校
５年 横山　夏輝 和納小学校
５年 滝本　一輝 佐々木小学校
５年 土田　大喜 佐々木小学校
５年 小池　幸太 山潟小学校
５年 飯沼　遼太 朝日みどり小学校
５年 五十嵐　萊聖 鹿瀬小学校
５年 磯部　愛 御免町小学校
５年 岩村　恵都 二葉小学校

６年 萩原　剣斗 松浜小学校
６年 渡邉　華生 南浜小学校
６年 金田　優奈 太夫浜小学校
６年 中山　樹 山の下小学校
６年 山田　風羽舞 中野山小学校
６年 内山　優奈 桃山小学校
６年 坂井　天音 下山小学校
６年 高地　莉菜 牡丹山小学校
６年 安達　陸登 牡丹山小学校
６年 関根　颯 牡丹山小学校
６年 渡邊　唯禾 東中野山小学校
６年 戸井　陽彩 江南小学校
６年 阿部　ゆきの 江南小学校
６年 丹治　琉羽 江南小学校
６年 南學　愛華 浜浦小学校
６年 燕　心愛 関屋小学校
６年 中枝　寛香 新潟小学校
６年 久保田　光 新潟小学校
６年 安達　友花 新潟小学校
６年 丸山　成海 沼垂小学校
６年 小林　ことり 山潟小学校
６年 服部　碧生 山潟小学校
６年 五十嵐　旺清 山潟小学校
６年 味方　梨緒奈 山潟小学校
６年 山川　ゆま 上所小学校
６年 森山　結 上所小学校
６年 前川　稜太 女池小学校
６年 小林　優奈 女池小学校
６年 永井　実杏 女池小学校
６年 市川　葵 南万代小学校
６年 五十嵐　菜那 南万代小学校
６年 石井　海里 桜が丘小学校
６年 皆川　沙妃 紫竹山小学校
６年 新田　華香 曽野木小学校
６年 倉島　天太 東曽野木小学校
６年 源川　知花 東曽野木小学校
６年 田村　青愛 横越小学校
６年 櫻井　彩乃 亀田小学校
６年 小出　ひより 亀田小学校
６年 佐藤　ひより 早通小学校
６年 山井　優汰 亀田西小学校
６年 北畠　美緒 亀田西小学校
６年 臼井　直輝 新津第三小学校
６年 渡辺　堅 新津第三小学校
６年 樋口　里菜 結小学校
６年 井越　時生 結小学校
６年 永井　佑奈 荻川小学校
６年 星　玲央 矢代田小学校
６年 関根　結羽 茨曽根小学校
６年 伊勢亀　美咲 小林小学校
６年 小日向　百々 白根小学校
６年 柳沢　綾香 小針小学校
６年 永井　岬 新通小学校
６年 松井　あさひ 新通小学校
６年 髙野　巴哉 赤塚小学校

学年 氏　名 校　　名
６年 井浦　得宝 五十嵐小学校
６年 氣谷　心海 五十嵐小学校
６年 片桐　美聡 五十嵐小学校
６年 石田　遼 坂井東小学校
６年 夏見　紗英 東青山小学校
６年 岡　いこい 東青山小学校
６年 岡島　悠大 岩室小学校
６年 阿部　楓花 岩室小学校
６年 田中　紗世子 巻南小学校
６年 佐藤　美嘉 巻北小学校
６年 曽我　陽希 御免町小学校
６年 野澤　利來 二葉小学校
６年 野村　日向子 東小学校
６年 田中　美月 七葉小学校
６年 吉田　祥太 佐々木小学校
６年 新井田　桃子 住吉小学校
６年 渡辺　杏花 本田小学校
６年 刈谷　愛 加治川小学校
６年 猿子　浩平 加治川小学校
６年 齋藤　理琴 加治川小学校
６年 野澤　来維 砂山小学校
６年 菊地　晃世 砂山小学校
６年 小武　芽依 砂山小学校
６年 近　優月 神納東小学校
６年 加藤　侑也 五泉小学校
６年 松田　優輝 五泉東小学校
６年 大月　小桃 川東小学校
６年 五十嵐　柚香 安野小学校
６年 田中　日紅 神山小学校
６年 斎藤　明佳里 金井小学校
６年 石坂　葵 真野小学校
６年 髙栁　彩乃 真野小学校
６年 中野　太智 小木小学校
６年 宮村　成智 胎内小学校
６年 石栗　煌大 胎内小学校
６年 渡邊　芽依 築地小学校
６年 八幡　志穂 黒川小学校
６年 近　愛梨 黒川小学校
６年 相良　郁杜 山倉小学校
６年 新保　愛友 吉田小学校
６年 小林　愛果 見附小学校
６年 浅村　夏凜 見附小学校
６年 堀　透真 横越小学校
６年 今井　望結 亀田西小学校
６年 早川　綾音 小須戸小学校
６年 渋谷　福治 川東小学校

【写真・ＣＧ部門】

(奨励賞)


