
日  時 ：

場  所 ：

小学１・2年生 笠原　侍道 高田 遠田　天成 高田 古川　來依 長岡 内藤　侑世 越後川口

小学３年生 斎藤　静矢朗 高田 後藤　詩芭 高田 山岸　稀一 長岡 五百川　大和 水原 山下　真士 高田 山岸　幸乃進 高田 鈴木　蒼羽 北蒲原 佐藤　穂太嘉 長岡

小学４年生 菊池　晴葵 佐渡 松野　優 佐渡 中林　竜絆 越後川口 本間　結希 佐渡 小林　潤音 水原 佐々木　陽士 佐渡 小林　奏 佐渡 長谷川　杏光 安田

小学５年生 加藤　良明 笹神 熊倉　一 笹神 野﨑　陽暖 高田 吉田　蔵之助 長岡 杉田　唯人 高田 倉島　唯一 笹神 堀口　冬 高田 片山　斐莉也 新潟

小学６年生 小山　寛睦 水原 榎本　凛太 水原 鳴海　弘大 高田 菊池　淩生 佐渡 加藤　眞空 湯之谷 渡辺　瑞己 安田 猪又　碧生 高田 　當波　飛雄 新潟

中学１年生 島津　日向 笹神 丸山　悠汰 高田 遠藤　琢磨 安田 山口　晴大 安田 阿部　叶 新潟 杉本　一平 笹神 加藤　優明 笹神 溝口　登 笹神

中学２年生 稲垣　光希 高田 山本　魁 高田 榎本　陽太 水原 佐藤　壮真 湯之谷 小林　祐人 佐渡 渡辺　莉功 安田 駒口　哉太 新潟

中学３年生 樋口　　輝 新潟 渡部　凌平 高田 熊倉　快 水原 倉島　大輝 水原 岩倉　慶汰 笹神 渡邉　克誠 高田

高校生 中島　廉太朗 湯之谷 岩川　昂生 笹神 小泉　瑠寧 新潟 加藤　新太 笹神

一般 渾川　祐哉 高田 比企　航太 水原 錦織　奨 水原 田中　拓実 高田 樋口　葵：5位 湯之谷 秋山　達哉：5位 高田 佐藤　優斗：5位 水原 市川　翔：5位 高田

小学１・2年生 柳井　美花 高田 佐々木　歩実 佐渡 佐藤　凜妃 水原 恩田　桜乃音 水原

小学３年生 八木　呼春 高田 佐藤　優寿 水原 本間　聖奈 新潟 髙野　理香子 水原 佐藤　姫花 水原 佐藤　陽菜向 新潟 本間　芽依 高田 近藤　綾音 新潟

小学４年生 名塚　千歳 長岡 丸山　莉乃 高田 前山　冴永 高田 谷川　紗菜 新潟 中島　衣千花 湯之谷 星　　琴梨 湯之谷 和田　萌季 越後川口 村崎　莉子 越後川口

小学５年生 平野　愛梨 高田 今井　ちさと 高田 柳井　志姫 高田 駒口　さくら 新潟 田村　明日美 高田 波多野　紗矢 水原 大平　千空 長岡 畝目　佳奈 佐渡

小学６年生 保田　真里亜 高田 小野　優美 長岡 松井　彩 新潟 阿部　天音 新潟 野﨑　琉々夏 越後川口 山下　ゆうあ 高田 小池　鈴珠 小出 宇佐見　理紗 佐渡

中学１年生 菊池　優希 佐渡 五十嵐　蘭 越後川口 河原　未和 佐渡 星野　りゅう 越後川口 鈴木　萌愛 北蒲原

中学２年生 今井　ひなた 高田 中島　朱澄 湯之谷 柳井　美空 高田 本間　結 佐渡 瀧澤　栞 高田 冨樫　美羽 北蒲原 松井　葉 新潟 緒形　芙優 新潟

中学３年生 斎藤　綺良理 高田 酒井　ひな 水原 平野　春羽 高田 五十川　咲姫 水原 五十川　優姫 水原 島津　亜希 笹神 小林　望花 長岡 加藤　麗 湯之谷

高校生・一般 秋山　響子 高田 吉川　来望 高田 宇佐見　優奈 佐渡
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