
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勇気ある 一歩が 出逢いの新潟 トキ色に 輝け 友の輪 新潟 新しい友の出逢い トキ色新潟 ときめいて 全力前進 ゆめ新潟 舞えたくましく 新潟の空へ 君が光だ 力と 希望と 感動を 新潟から 夢、感動 越後で示せ 無限の未来 今、君が舞う 君が輝く ～新潟の地から～ 雪に

舞い 氷上に躍動！この感動を 越後から 羽ばたけ あなたの愛と勇気 コシヒカリ人も 光って 技光れ 見よ 努力の結晶を にいがたに個性のきらめきを ブラボー！！この技にその勇気を！ 挑む楽しさ！つながる笑顔！生きる喜び！ 広げよう個性の羽根 育もう生きてく力 一歩一歩 

チャレンジしたらニッコニコ 共に歩もう 個性みがいて かがやく未来 見ていてね ぼくとわたしのやってみよう 輝いて 主役の君の はじける笑顔 躍動 躍進 未来へ 輝くチャレンジで にいがたで 与える勇気 得る希望 トキめいて 羽ばたけ白銀の大空へ 笑顔を力にかえて トキめけア

スリート！！ 未来に向かって 夢を見続けよう にこにこと いきいきと ガッツだ全員（みんな）立ち上がれ新潟！ 輝け 旅立とう 白銀の世界へ はばたけ わたし ときめけ にいがた はばたくとき ときめくとき にいがた 輝くわたしに出会えるとき にいがた 人の輪がつなぐシンボル スペ

シャルオリンピックスｉｎ新潟 スポーツの力で 笑顔 みんなで共感 夢と愛 全国へ 夢つなぐ 熱い感動！スポーツ虹橋！ｉｎ新潟 ～いちばん輝いて☆～ 熱い思い 喜び 勇気 わかち合おう新潟で！ 新潟で キラキラ輝く スペシャルな瞳 湧いてくる気持ちと力 みんなの温もり 咲き誇る

にいがた 探し出せ 我が可能性 無限大 分かちあいたいこの瞬間！届けたいこの感動！新潟から 新潟から 世界に示そう 一人ひとりの力と情熱を "みなぎる勇気 あふれる感動 共生の豊かな実り 光輝くこの地から" 乗り越える力を信じて 今がある 今、翔びたとう トキと希望の夢

のせて "共に生きよう！みんな一緒！私たちは独りじゃない" "共に歩こう！山・川・大地 共に探そう！素晴らしい私達の未来を" "レルヒさんありがとう スキーは楽しい！お友達も増えてうれしい！" トキめき はばたけ 越後の空へ 越後の空に 勇気の翼を広げよう 越後の空に 勇気

の結晶光らせよう 越後に夢を 花を咲かそう スポーツで！ 身体の限界への挑戦 スポーツで築く人々の和 がんばる明日へ つなげ夢と希望 「雪の都新潟で 深めろ友情の絆」とび出せ 白銀の世界へ 日本海にそそぐ力 しあわせのトキ はばたこう トキが呼んでる 希望の空へ！ 手

をつなぎ 勇気の限り飛び立とう 踏み出そう 明日への大きな一歩を！広めよう友情の輪を！水の都から！ にっこり笑顔で いつもの力を出し がんばる勇気をもって たたかおう！ 力の限り 朱鷺めいて にいがた 練習の先に めざすは越の国 にいがた ありがとうをわすれずに 分かち

合う勇気と感動 感謝と希望を胸に さらなるステップへ あなたのハート わたしのハート みんなのハート いっしょに大きなハートを作ろう 新潟 真っ白な雪と 心と競う技 飛び出そう 新潟の地で 新たな世界 競い合い 触れ合い 称え合い 新潟 精一杯 躍動しよう 冬の新潟 全力が 

感動を生む この新潟で 頑張った日々を信じて 輝く日 風掴み 新潟にはばたく挑戦者 えちごの空に きみがいちばん輝いている きみを待つ トキもカモメも応援団 「ときめく感動 夢と希望で 羽ばたけ未来へ」 トキめけ キラめけ 力いっぱい 心いっぱい 「トキめき きらめき はばたけ

未来へ」 冬空を舞う結晶 溶かすほど熱きタマシイ 燃やそう ともに！ ささえあう笑顔 ひろがる勇気 感動を新潟から わたしにも ぼくにもあります 力と勇気が！ つなぐ手に あふれる力 ふれあう心 集え新潟へ 競え若人よ 若さ躍動 元気そして絆 白銀へ描こう 越後で技・夢そして

希望 越後で描こう 輝く技と夢・希望 輝け 光る技 描け 希望の夢 白銀の越後で えちごに咲かそう！人の輪 夢の輪 笑顔の輪 にいがたに 夢があるからがんばれる とき色に 頬を染め 飛び立て 白い世界へと。 新潟のおいしいお米で活躍を 感動の輪 広がれ笑顔 新潟から きら

めき ときめき 世界へ発信 えちごにいがたで 広がれ 温もりつながれ 人の輪 手をつなごう 君とぼく 輝こうあなたと私 大空にそして世界に！ かがやく勇気 生まれる歓喜 つながる未来～あらたなドラマをにいがたで～ きらめく勇気 つたわる優しさ かがやく未来～雪国で感じる無限

の可能性～ ‘がんばる勇気”が未来を創る～にいがたで生まれる新たなキズナ～ 夢いっぱい 笑顔いっぱい 咲かそうえちごに にいがたで すてき輝け！花と咲け！ えちご発みらい行 すてきな感動 夢のせて 新潟できらめき チカラ 笑顔の輪 もえる想い ぶつけて今 躍動 集え み

なぎるチカラ 新潟に トキはなて 秘めたるチカラ 今ここに やれないと 決めずに挑戦しよう。感動が待っている ひたむきに 挑戦するキミの姿 輝いて 聞こえるか きみをたたえる声援が パワー全開 みんなの力を示すんだ！ 新潟の空の下 今きみの鼓動がききたい 誰しもが 光り輝く

瞬間がある～新潟からＰａｓｓｉｏｎを～ 「限界へ！そして∞への挑戦」～明日へ翔ばたく トキの下～ 「ハンディーを 超えた笑顔が美しい」「努力した汗こそ 真の金メダル」 みがく！かがやく！夢と勇気！ あしたに向かって 新しい挑戦！新潟から 夢と勇気を持って 新しい挑戦！新潟から 

夢と勇気と共に 実りある未来へ！ 新潟の大地で 実れ友情 輝け感動 夢みのる感動 ひろがる笑顔と共に むすんでひろがれ 夢と感動！新潟から 実れみんなの夢 ひろがれ感動 新潟から 越後に集い交流し 勝利につなげよう 羽ばたけ若人 朱鷺（トキ）のように 燃やせファイト 育

（はぐく）めフレンドシップ ごはんをいっぱい食べて 楽しもう！魅せよう！輝こう！ 笑顔で踏み出そう この一歩！「元気・勇気・大好き」が未知なる未来を切り開く 飛べ！より高く 新潟から 雪の越後で 駆けろ 跳べ 舞え そしてきらめけ！ 自分の力がみんなの力 みんなの力が自分の力 

自分を越えよう 輝こう その気迫 その勇姿 かがやく明日への新たな希望 集え！誰にも等しく 青い新潟の空の下！ 心トキめく みんなトキめく 新潟へ全員集合 心はひとつ 願いはひとつ 思いはひとつ くいなき挑戦私達・ぼくらのわ トキ舞う空 はばたけ 笑顔と勇気でつなごう 友情と

思いやり 「新潟からフリーダム～どんな人も 友と明日のために～」 「Ｐｌａｙ Ｔｈｅ Ｇａｍｅ in ＮＩＩＧＡＴＡ～あなたは今ここに～」 「つながる かがやく ささえる 新潟から」 にいがた発 チャレンジ魂 育てよう 正々堂々が素敵です 負けん気に 元気をもらい 神技に 感動をもらう にいがた

で ホップ ステップ ジャンプ 秘めた闘志を にいがたで爆発しよう 雪よりも まぶしく見える 君がいた 心はずむトキ！笑顔かがやくトキ！きらきら トキめき新潟 「絆・夢・トキめく明日へ！」 力強く でも力の出し方は、工夫次第！笑顔あふれる２０１６新潟オリンピックス 飛べ 走れ 力強

く！トキには 優雅に。 越後で咲かす 雪の華 にいがたで 汗と笑顔と 感動を いい汗にいがた 笑顔と感動 ひかる夢 トキめいて はばたけ夢たち 未来へと！ 輝く笑顔 ふれあい・感動・ひかる夢 むすぶ手で チャレンジにいがた かがやく未来 キラリートにいがた 汗と笑顔と感動を！ 

ふれあい 感動 チャレンジ にいがた ゆめ・みらい ときめこう はばたこう 大空へ ときめいて はばたいて 大空へ ときめいて はばたいて 白い大地で トキめいて キラめいて 白い大地で ときめいて はばたいて 輝く未来へ ときめいて 夢の舞台 光れ君 ときめいて 夢の舞台で 華

となれ トキめこう キラめこう 白い大地で トキめこう キラめこう 未来へ ときめこう はばたこう 輝く未来へ トキめいて 見せろ情熱 魅せろ夢 汗キラリ 笑顔がキラリ 夢キラリ 未来へと 届けこの夢 この思い ともに歩む 未来に向かって エンジョイ チャレンジ ゴー 大好きな 雪と笑

顔で がんばろう 届けよう 夢と感動 すべての人へ 越後から「愛」を！ 走れ 跳べ 風になれ。 美しい白銀よりも美しく。輝け！ 新潟に集う心を一つにまとめ 時と場所一つに集う トキの里 スポーツを通して集う道は 新潟へ 輝いている きみがまぶしい 踏み出そう 元気はつらつ 最

初の一歩！ 真心 ふれあい 絆の心をもって！ 夢の扉 自分を信じて チャレンジ！ チャレンジ 最後の最後まで ファイト！ あきらめない 最後の最後までチャレンジ！ Ｗｉｎｔｅｒバタフライ～冬に舞うちょう～ 広げよう人の和 咲かせよう人の花 全力で挑む 私の晴れ舞台～新潟の冬を

熱くする～ ひろげよう夢を つながろう友と トキメキにいがた つどえ はばたけ トキメキにいがた 羽ばたけアスリート 新潟に 南魚沼に きらきらの みんなの笑顔 新潟で とき放つ ココロとカラダ にいがたへ はばたこう 誰もが輝く 希望の空へ 友と躍動 共に感動 輝け！友情 うる

おいの にいがたで にいがたで 明日への勇気 大集合！ あなたの勇気 みらいの活気 ともに感動 うるおいの にいがたで！ 明日へジャンプ にいがたから いまあなたが輝くとき きらめく友情 ときめくにいがた はばたこう！にいがたの大地から 感動いきいき にいがた ふれあい・と

きめき・夢感動 みんなガンバル あなたの応援隊 にいがた発 かがやく元気 みなぎる勇気 あなたの勇気が未来を支える にいがたから 飛びたとう！夢・感動・にいがた 頑張るあなたと ささえる輪 にいがた むすぶ ささえる つながる にいがたで いい夢 みんなで感動の輪  ともに

躍動 ともに感動 にいがたから あなたの勇気は 私の元気 にいがたから トキのように 羽ばたけ未来へ！力強く 飛び立とう！力の限り にいがたから にいがた発 いきいき未来 にいがた発 レッツ未来 いきいき わくわく のびのび にいがたで！ にいがたで今、感動が一つの輪！ 

むすぶ心 かわす友情 うるおいのにいがたで きらめく鼓動 かがやく躍動 にいがたでみせよう 勇気力いっぱい チャレンジ 交流 うるおいのにいがた 輝いて キミの勇気と みんなの感動 夢いっぱい ファイトいっぱい にいがたで！ キラリ！今、キミが輝くとき みんなが主役 みんなで

感動 にいがたで！ うるおいの にいがたに、今、輝きのチカラ 感動一つに にいがたの輪 ふれあいの絆 うるおいのにいがた いい友 いい夢 いいチャレンジ にいがたチャレンジ 夢交流 一つになろう 勇気の輪 ひらこう未来 力の限り 勇気わくわく うるおいのにいがたで！ にいが

た発 勇気いっぱい にいがた発 ゆめチャレンジ！ 出会い ふれあい うるおいのにいがたで！ にいがた 感動夢舞台 夢いっぱい 明日に向かって チャレンジ チャレンジ・ザ・未来 うるおいの新潟で 明日へチャレンジ いい夢チャッチ！にいがた はずむ心 ひかる未来 にいがた とき

めき 元気の輪 ひらこう未来！そのファイトで にいがた 友の輪 チャレンジの輪 にいがた いい汗 いい仲間 輝け未来！あなたが主役  にいがたから ひらく人生 ひらく未来 さかそう友情 みせよう躍動 にいがたで にいがた いい空 いい出会い 感動ワクワク 躍動キラキラ にいが

た発 勇気 元気 キミのチャレンジ とびっきりの元気 にいがたから ただいまチャレンジ進行形 はばたこう！にいがたの大地から 力いっぱい 夢いっぱい 希望いっぱい トキのように 飛び立て未来へ にいがたの空から にいがた発 いきいき チャレンジ あなたから 勇気・元気・陽気 

キミのチャレンジ！ にいがたの大地から 夢感動！ スポーツでわけあう友情 にいがたから あふれる感動 みんなが主役 すこやか にいがた にこやか感動 咲かそう にいがたにチャレンジの花 にいがた発 ゆめ感動 躍動いっぱい 感動いっぱい さわやか にいがた あなたが主役 

にいがた チャレンジ 夢づくり にいがた いい夢 いい感動 にいがた発 夢チャレンジ！ きらきら さんさん いい出会い にいがたの大地に輝け 夢ドラマ キミの勇気が かがやくとき この感動 あなたから にいがたから ともにチャレンジ ともに感動  にいがたで 風になれ光になれ！ 

ともに感動 にいがたの空の下で きそう力 めばえる友情 にいがた 咲かそう夢の花 にいがたで！ さわやか すこやか にいがたから 友情と感動 かがやけ！にいがた 未来へチャレンジ にいがた発 にいがたの空にかけよう 感動の虹 「夢への一歩 今ここから」自分らしく！ トキめ

いて キラめいて 未来へ トキめいて 白い舞台で 光れ君 ときめいて はばたいて 未来へ トキめいて 雪と氷の華となれ ときめこう はばたこう 未来へ 汗キラリ 舞う雪キラリ 夢キラリ 夢キラリ 白い大地で 輝いて 届けよう 勇気・感動・夢・未来 届けよう 勇気・感動そして未来 雪

国新潟 大地に踏みしめ 朱鷺よ はばたけ 光る汗 輝く未来 越後に集う 感動の瞬間（とき）！ 新潟で 光輝く努力の輪 世界へ飛び立つ 仲間達 ときのように はばたけ勇気の翼で にこにこと いい色のメダルめざし がっとに たのしもう新潟！ 雪国に集え強者たち いまこそ練習の成

果はっきしよう！ 輝き！朱鷺めけ！絆の力で！ トキのように はばたけ！友情 きらめけ！絆を信じて！ みんなの勇気で あったか雪に！笑顔の花咲く新潟 あなたの勇気とやさしさで かかわろう つながろう つたえよう （全 299 作品） 

全国から、たくさんのご応募、ありがとうございました。みなさまの言葉、思いを胸に、新潟のスタッフ一同精一杯頑張ります！ 
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トキめけ キラめけ 力いっぱい 心いっぱい 
～ささえあう笑顔 ひろがる勇気 感動を 新潟から～ 


