
さいたま 学校種 小学校

番号 市町村名 学　　　校　　　名 学年 氏　　　　　名 氏名のふりがな 題　　　　　　　　　　　名 知事賞

1 さいたま 大宮 1 廣瀬　遥万 ひろせ　はるま ぼくのうちゅう ○

2 さいたま 上小 1 藤井　遥人 ふじい　はると ペンギンのすべりだい

3 さいたま 大谷 1 桐越　琉鳳 きりこし　りお ライオンのせかい

4 さいたま 大成 1 細谷　咲菜 ほそや　さきな にじいろむし

5 さいたま 大砂土 1 大村　水春 おおむら　みはる
とりのぴっぴちゃんとあそん
だよ。

6 さいたま 桜木 1 峯尾　秀征 みねお　ひでゆき ドラゴンとたからばこをとる

7 さいたま 尾間木 1 濵田　結太 はまだ　ゆうた
うみのそこのいえでおよぎな
がらおにごっこ

8 さいたま 東岩槻 1 田畑　薫 たばた　かおる おしゃべりランド

9 さいたま 大谷口 1 野口　蒼真 のぐち　そうま ぐるぐるもりの火まつり

10 さいたま 指扇北 1 王　宥哲 おう　ゆうてつ むしのもりを大ぼうけん

11 さいたま 沼影 1 春日　朋輝 かすが　ともき しゃぼんだまでうちゅうにいく

12 さいたま 西原 1 根木地　琉生 ねぎち　るい 土の中で遊ぼう

13 さいたま 針ヶ谷 1 髙田　優陽 たかだ　ゆうひ みんなであそんでる

14 さいたま 大東 1 中村　樹里奈 なかむら　じゅりな むしとあそぼ

15 さいたま 大砂土東 1 山口　昊也 やまぐち　こうや
みんなで　あそんで　わー
い！　わーい！

16 さいたま 大谷 1 浅野　渉太 あさの　しょうた ザリガニとあそんだよ

17 さいたま 木崎 1 赤津　光 あかつ　ひかる
かぶとむしとクワガタがいた
よ

18 さいたま 土合 1 遠藤　駈 えんどう　かける 木んがてつどう

19 さいたま 上里 1 依田　悠楓 よだ　ゆぶき むしとあそぼう

20 さいたま 大久保東 1 山火　陽太 やまび　ひなた ちょうのはらっぱ
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21 さいたま 針ヶ谷 1 渡邉　ひなの わたなべ　ひなの チーターと川でおよいでるの

22 さいたま 尾間木 1 小泉　塁生 こいずみ　るい でっかいかぶとむし

23 さいたま 大久保東 1 佐藤　未央 さとう　みお かぶとむしとはしりたい

24 さいたま 大成 2 角田　香純 つのだ　かすみ
きょうだいがいっぱい！とらと
あそんでる

○

25 さいたま 宮前 2 赤塚　綾乃 あかつか　あやの ただ今ほらあなたんけん中 ○

26 さいたま 北浦和 2 高橋　更紗 たかはし　さらさ 海のさかなまつり

27 さいたま 大宮 2 村上　碧 むらかみ　あおい 海の中のフェスティバル

28 さいたま 植水 2 淀縄　拓巳 よどなわ　たくみ かめとおまつりとともだち

29 さいたま 三室 2 佐藤　煌亮 さとう　こうすけ ペンギンのおともだち

30 さいたま 大砂土 2 田中　美羽 たなか　みはね カンガルーさんとあそんだよ

31 さいたま 春岡 2 千葉　允成 ちば　みつなり わにと魚たちとおにごっこ

32 さいたま 大谷場 2 内藤　謙 ないとう　けん とのさまのわし

33 さいたま 大成 2 清水　菜月 しみず　なつき ウサちゃんと元気にばんざい

34 さいたま 大久保東 2 菊地　陽香 きくち　はるか 野はらではしるうさぎ

35 さいたま 蓮沼 2 稲葉　浬 いなば　かいり たかといっしょにとぶ

36 さいたま 宮前 2 加藤　澪 かとう　みお キラキラひみつきち

37 さいたま 美園北 2 橋　美智子 はし　みちこ
虫のなかまとたのしくおえか
き

38 さいたま 大成 2 大類　龍之丞 おおるい　たつのすけ
しん海の大きなさかなといっ
しょにパーティー

39 さいたま 南浦和 2 後藤　理久 ごとう　りく パンダの森

40 さいたま 指扇 2 塩田　真海 しおた　まなみ
ジンベイザメといっしょに海を
おさんぽしたよ
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41 さいたま 河合 2 江内谷　虹志 えないだに　こうし 親子ザリガニ

42 さいたま 大砂土 2 北川　友香 きたがわ　ゆか パンダにえさをあげてみた

43 さいたま 向 2 原口　八 はらぐち　えいと かにのはさみのリズム

44 さいたま 日進 2 山本　翔己 やまもと　しょうき
チュウヒといっしょに空をとん
だよ

45 さいたま 谷田 2 黒須　真央 くろす　まお にじいろクワガタ

46 さいたま つばさ 2 林　絢斗 はやし　けんと 大きいライオン

47 さいたま 泰平 3 鯨井　啓太 くじらい　けいた バナナ号スペシャルA-B

48 さいたま 指扇北 3 笠田　航太郎 かさだ　こうたろう
うちゅうをとぶ合体カマキリロ
ボ

○

49 さいたま 針ヶ谷 3 堀内　瑛斗 ほりうち　えいと
うなぎにのって埼スタに向
かってる

50 さいたま 植水 3 廣瀬　百香 ひろせ　ももか
黒ばんけしとじょうぎのひこう
きでぶんぼうぐの国へいこ
う！

51 さいたま 大宮南 3 清水　彩未 しみず　あみ くだ物の国の夏まつり

52 さいたま 大宮別所 3 平山　枝奈 ひらやま　えな
えんぴつロケットできのこ山
へGO！

53 さいたま 芝原 3 佐藤　由菜 さとう　ゆな 夜のお花ばたけ

54 さいたま 島 3 小谷　聡太 こたに　そうた 寒い星へ出こうだ！

55 さいたま 西原 3 大久保　桜 おおくぼ　さくら
フライパンロケット号でうちゅ
う人に会ったよ！

56 さいたま 善前 3 熊谷　奏 くまがい　かなで 高なみの中のつり大会

57 さいたま 芝川 3 髙瀬　花乃 たかせ　はなの
スイカの車でスイカのまちを
走る！

58 さいたま 埼大附属 3 田所　匠音 たどころ　しょーん ザリガニつり

59 さいたま 浦和別所 3 岡本　瞬汰 おかもと　しゅんた
いろいろ楽しみスカイツリーロ
ケット

60 さいたま 大宮西 3 小倉　千慧 おぐら　ちえ おどる海のなかまたち
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61 さいたま 柏崎 3 黒田　夏希 くろだ　なつき にじの世界でさんぽをしたよ

62 さいたま 栄 3 谷口　由依 たにぐち　ゆい うさぎのせなかに乗って

63 さいたま 仲町 3 小林　帆佳 こばやし　ほのか 朝日ののぼる町

64 さいたま 大宮別所 3 千田　武蔵 せんだ　むさし 天空のふしぎな国

65 さいたま 土合 3 澤野　亘 さわの　わたる 大きな大きなエイ

66 さいたま 大宮西 3 繁竹　夏穂 しげたけ　かほ 月に来たぶどうひこうき

67 さいたま 桜木 3 立石　真唯 たていし　まい
スイカの馬車で散歩へ行こ
う！

68 さいたま 日進北 3 坂下　侑志 さかした　ゆうじ ふしぎな　せんすいかん！

69 さいたま 土合 3 坂田　瀬奈 さかた　せな ペンチバトル

70 さいたま 日進 4 土屋　和奏 つちや　わかな 雨上がりの日のハナミズキ ○

71 さいたま 善前 4 西村　彰禮 にしむら　あきひろ びっくり！きょうりゅう山

72 さいたま 大宮 4 田邉　凜之助 たなべ　りんのすけ ぼくの学校の大きな木

73 さいたま 三橋 4 今村　ゆい いまむら　ゆい 魚と星空

74 さいたま 上落合 4 齊藤　碧人 さいとう　あいと まけない木

75 さいたま 田島 4 岡田　絃芭 おかだ　いとは 緑たくさん自然の木

76 さいたま 本太 4 國信　陽哉 くにのぶ　はるや 伝説の木

77 さいたま 三室 4 相澤　琴里 あいざわ　ことり 見ぬまの守り神のりゅう

78 さいたま 西原 4 植竹　星矢 うえたけ　せいや
めいろになっているぐるぐる
の木

79 さいたま 浦和大里 4 齊藤　舞 さいとう　まい カラフルはにわ山

80 さいたま 中島 4 吉川　舞桜 きっかわ　まお 太陽を浴びた木
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81 さいたま 植竹 4 池　昀娥 ち　ゆな おべんとう山

82 さいたま 栄 4 横山　千晶 よこやま　ちあき 夜の花にとまるアゲハチョウ

83 さいたま 東宮下 4 マスマ　ラビダ ますま　らびだ 東宮下のふしぎな形の山

84 さいたま 島 4 望月　南奈 もちづき　なな 虫が集合する木

85 さいたま 本太 4 轡田　拓海 くつわだ　たくみ 神様のお祭り

86 さいたま 三室 4 世利　愛理佳 せり　えりか 空から見守る見ぬまのりゅう

87 さいたま 中島 4 伊藝　玲櫻菜 いげい　れおな ぐんぐん育て

88 さいたま 浦和大里 4 竹内　璃子 たけうち　りこ 自分だけの宇宙の山

89 さいたま 大門 4 孝月　えな こうづき　えな 未来の水ぞくかん

90 さいたま 善前 4 松﨑　亜湖 まつざき　あこ げんこう用紙の動物物語

91 さいたま 上落合 4 松本　理汰 まつもと　りた 夜の木のイルミネーション

92 さいたま 大谷場 4 河原　里南 かわはら　さとな 秋と冬のふしぎな時の木

93 さいたま 木崎 5 石井　香奈子 いしい　かなこ 水上の街をたずねて ○

94 さいたま 尾間木 5 池田　華妃 いけだ　かひみ 太陽の裏

95 さいたま 仲町 5 中川　芽伊菜 なかがわ　めいな 太陽の島

96 さいたま 本太 5 横井　文香 よこい　ふみか 空飛ぶお城のパレードだ！

97 さいたま 七里 5 内海　紗彩 うつみ　さあや
夜と朝、２つの世界!!楽しいお
家!

98 さいたま 芝原 5 植野　海空 うえの　みそら 星たちの世界

99 さいたま 木崎 5 嘉納　碧 かのう　あお カラフルな街

100 さいたま 与野本町 5 金子　ののか かねこ　ののか
雨からジュースジュースから
アメの町
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101 さいたま 大宮西 5 小林　結音 こばやし　ゆいね 緑にかこまれたあじさい

102 さいたま 指扇 5 中村　秋翔 なかむら　しゅうと 学校から見た風景

103 さいたま 善前 5 田中　優 たなか　ゆう 私がのぞくと．．．？

104 さいたま 城南 5 倉内　玲 くらうち　れい ねこの国の不思議なお店

105 さいたま 指扇北 5 吉澤　澪 よしざわ　れい つゆの花たち

106 さいたま 指扇 5 染谷　明澄 そめや　あすみ 学校からのすずやかな景色

107 さいたま 泰平 5 高橋　莉幸 たかはし　りこ 深海にある不思議な町

108 さいたま 鈴谷 5 大久保　春音 おおくぼ　はるね
与野バラ園から広がるおとぎ
の町

109 さいたま 土合 5 堤　唯莉 つつみ　ゆいり
太陽にむかって！あさがおの
成長

110 さいたま 浦和別所 5 米澤　夏芽 よねざわ　なつめ 青いあじさいとつづく道

111 さいたま 針ヶ谷 5 檜田　佳那 ひわだ　かな シロツメ草と夕日

112 さいたま 中尾 5 岡村　優奈 おかむら　ゆな 初夏のりっぱな生命

113 さいたま 与野本町 5 岸本　大希 きしもと　だいき
地下には小人の町があっ
た！

114 さいたま 針ヶ谷 5 坂本　れいん さかもと　れいん 土の上のすもも

115 さいたま 埼大附属 5 日比野　麻由 ひびの　まゆ
しゃぼん玉のとぶ　カラフルな
森

116 さいたま 沼影 5 杉本　璃音 すぎもと　りおん つくえでパラダイス

117 さいたま 海老沼 6 森田　夏花 もりた　なつか 大好きな教室 ○

118 さいたま 美園 6 安武　凜音 やすたけ　りお 音がなりひびく体育館

119 さいたま 日進 6 髙𣘺　咲久羅 たかはし　さくら 一番通った場所

120 さいたま 大久保 6 田中　然 たなか　ぜん うるおいの水道場
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121 さいたま 本太 6 陣内　紗和子 じんのうち　さわこ みんなで歌った音楽会

122 さいたま 西浦和 6 白川　蒼彩 しらかわ　あおい 思い出の保健室

123 さいたま 片柳 6 内山　愛葵 うちやま　ひまり 加田屋橋から観た風景

124 さいたま 美園北 6 川端　友菜 かわばた　ゆうな 気がつけば来ていた図書館

125 さいたま 蓮沼 6 宮本　陽菜 みやもと　ひな 休み時間の机

126 さいたま 東大成 6 渡辺　稀一 わたなべ　きいち 窓から見た景色

127 さいたま 大久保東 6 新井　小春 あらい　こはる
思い出のつまったあたたかい
部屋

128 さいたま 仲本 6 青木　まどか あおき　まどか 思い出の木

129 さいたま 美園北 6 清水　優衣 しみず　ゆい 明るい飼育小屋

130 さいたま 西原 6 山本　理流 やまもと　みちる 一本の木

131 さいたま 与野西北 6 越場　桃花 こしば　ももか 雨の日の校庭

132 さいたま 日進 6 森田　杏奈 もりた　あんな
あの大きなどんぐりの木の下
で

133 さいたま 本太 6 長瀬　瑠美 ながせ　るみ わたしのお気に入りの音楽室

134 さいたま 浦和大里 6 源原　由埜 みなはら　ゆの いただきます

135 さいたま 尾間木 6 古閑丸　直子 こがまる　なおこ 思い出の公園

136 さいたま 芝原 6 橋本　ねね はしもと　ねね 思い出の図書館

137 さいたま 南浦和 6 梶　穂乃香 かじ　ほのか 思い出の図書館

138 さいたま 大久保 6 砂川　大宙 すながわ　だいち 学校ジャングル

139 さいたま 海老沼 6 髙橋　里瑳 たかはし　りさ 私の小さな思い出

140 さいたま 美園 6 髙柳　結生 たかやなぎ　ゆい 道具一つに思い出いっぱい
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1 川口 飯塚 1 阿久津　一真 あくつ　かずま たのしかった　ながしそうめん ○

2 川口 元郷南 1 齋藤　大輝 さいとう　だいき プール ○

3 朝霞 朝霞第五 1 平山　慧一 ひらやま　けいいち でっかいクワガタをみたよ

4 朝霞 朝霞第八 1 池戸　翔琉 いけど　かける おれんじのちょうちょ

5 川口 戸塚東 1 林　恭広 はやし　やすひろ かいぶつと　すみたいな

6 川口 元郷南 1 緒方　葵 おがた　あおい そとはきもちよくてたのしいな

7 川口 神根東 1 江口　純矢 えぐち　あつや むしとおさんぽ

8 川口 安行東 1 天沼　魁人 あまぬま　かいり みずあそび

9 川口 在家 1 田中　貴大 たなか　たかひろ
だいすきなくわがたにえさを
あげたよ

10 川口 戸塚南 1 柳沢　悠太郎 やなぎさわ　ゆうたろう きれいなサバクのせかい

11 川口 戸塚南 1 茂木　一矢 もてぎ　かずや おおきないかのでんしゃ

12 志木 志木小 1 吉田　陽翔 よしだ　はると くらむらにいるにわとり

13 草加 氷川 1 笹子　咲希 ささこ　さき
むしとり　むしがいっぱい　は
くぶつかん

14 草加 栄 1 吉永　琴音 よしなが　ことね
さかえのうみにたこはっけ
ん！！

15 草加 西町 1 中村　孝太郎 なかむら　こうたろう かぶとむしにのったよ

16 草加 谷塚 1 田中　武琉 たなか　たける ばった　たいぐん　りょこう

17 草加 西町 1 渡部　篤人 わたなべ　あつと おうちがトラックになったよ

18 戸田 戸田第二 1 渡辺　咲愛 わたなべ　さら なぞのまち

19 戸田 戸田第二 1 佐々木　皆人 ささき　みなと ろぼっとのしま

20 戸田 美女木 1 稲原　大稀 いなはら　たいき のろいのうちゅうじん

令和２年度　第５５回「郷土を描く児童生徒美術展」

.

地区名
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21 戸田 美女木 1 橋本　琉央 はしもと　りお レインボーのくに

22 新座 東野 1 後藤　美和 ごとう　みわ
あさがお、むし、にんげんラン
ド

23 新座 西堀 1 井川　翔大 いがわ　しょうた おおきいとかげとあそんだよ

24 新座 東北 1 飯塚　麻衣 いいづか　まい 草むらにいる大きなバッタ

25 和光 第四 1 鈴木　虹奈 すずき　にな かわで　およいだよ

26 蕨 北 1 細萱　優明菜 ほそがや　ゆあな たのしいプール

27 蕨 中央 1 長谷川　直哉 はせがわ　なおや いろいろなあしあと

28 朝霞 朝霞第十 2 小林　福來 こばやし　ふく あめんぼ家ぞく ○

29 志木 宗岡第三 2 並木　空雅 なみき　くうが 夜の明け方花火 ○

30 朝霞 朝霞第五 2 佐藤　亮太 さとう　りょうた
かみなりふる中　青い手見え
るぞく

31 朝霞 朝霞第八 2 榎本　理彩 えのもと　りさ 羽天ごく

32 朝霞 朝霞第八 2 末松　大知 すえまつ　だいち 大きなくじら

33 川口 青木北 2 石田　圭祐 いしだ　けいすけ メカカブトムシ　ひみつきち

34 川口 元郷南 2 児島　璃夕 こじま　りた ゆめみる　クッション

35 川口 戸塚東 2 仲井　啓悟 なかい　けいご さるの町

36 川口 上青木南 2 佐々木　完太 ささき　かんた てんてんえのぐじま

37 川口 柳崎 2 神田　樹吹 かんだ　いぶき だいすき、ペンギンくん

38 志木 宗岡 2 園部　桃子 そのべ　ももこ とりじま

39 志木 志木第二 2 分部　日々樹 わけべ　ひびき チーターとぼうけん

40 志木 志木 2 細川　陽琉 ほそかわ　はる やさいジャングル公園
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41 志木 志木 2 市川　昴 いちかわ　すばる けっこうしんぽしたしろ

42 戸田 美女木 2 田口　凛香 たぐち　りんか ひよこのおやこ

43 戸田 芦原 2 川村　奏太 かわむら　そうた ドラゴンといっしょに

44 戸田 芦原 2 竹見　歩 たけみ　あゆむ カラフルゾウ

45 戸田 戸田東 2 遠藤　匠真 えんどう　たくま ライオンと大ぼうけん

46 戸田 戸田東 2 山下　煌太 やました　こうた あらいぐまさんエサあげる

47 戸田 戸田第一 2 幸坂　和奈 こうさか　かずな にじのうえのはし

48 戸田 戸田第二 2 高橋　凛花 たかはし　りんか まほうのせかい

49 戸田 戸田第二 2 小林　日々人 こばやし　ひびと ブリマスト車町

50 新座 新開 2 森　琉里香 もり　るりか えのぐじまの夜の花火

51 新座 東北 2 石田　宗輔 いしだ　そうすけ 海の中のぼうけん

52 新座 大和田 2 川合　裕友 かわい　ひろと
ペンギンとおさんぼするところ
があったら、ペンギンとおさん
ぽしたいな

53 和光 第四 2 田中　龍馬 たなか　りょうま えものをたべたドラゴン

54 蕨 西 2 中村　灯真 なかむら　とうま ミラクル　チーター
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55 戸田 芦原 3 松岡　潤 まつおか　じゅん にじ色の川をわたる新幹線 ○

56 戸田 新曽北 3 浅田　夏子 あさだ　なつこ 北小の真上のふしぎなうつぼ ○

57 朝霞 朝霞第五 3 千田　和太朗 ちだ　わたろう １００００けいとまん月の夜

58 川口 鳩ヶ谷 3 岩瀬　煌太 いわせ　こうた 雨のパーティー

59 川口 中居 3 大関　卯月 おおぜき　うづき 雨とかたつむり

60 志木 宗岡第三 3 安田　壮良 やすだ　そら 小人とこん虫があそべる車

61 志木 志木第四 3 浦野　令絆 うらの　れな お墓のとなりに公園

62 志木 宗岡 3 齋藤　和 さいとう　のどか
えんぴつけずりにのってえん
ぴつの国へ

63 志木 志木 3 坂東　歩 ばんどう　あゆみ ゆめの海の魚たち

64 草加 西町 3 北沢　悠太 きたざわ　ゆうた
カメのせんすいかんにのっ
て、しゅっぱつ！！

65 草加 清門 3 松林　悠翔 まつばやし　ゆうと きれいな伝右川

66 草加 谷塚 3 伊藤　茉利奈 いとう　まりな ふしぎな夜空

67 草加 西町 3 秋山　晃成 あきやま　こうせい 人間をたすけるかいじゅう

68 草加 新里 3 細川　りん ほそかわ　りん カラフル音楽ひこうきアパート

69 戸田 美谷本 3 野呂　優月 のろ　ゆづき
自分のすんでいる町はふしぎ
な町「ふしぎな町へようこそ」

70 戸田 芦原 3 多々野　舜太 ただの　しゅんた 野原の生きものたち

71 戸田 戸田第一 3 相澤　史人 あいざわ　ふみと 絵具の丘

72 戸田 新曽北 3 榎本　陽太郎 えのもと　ようたろう 夕やけのパンダ

73 戸田 美女木 3 川崎　叶恵 かわさき　かなえ 本の世界で本を読もう

74 戸田 新曽北 3 藤田　英樹 ふじた　ひでき
つきと太陽よりでっかいかめ
のバス
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75 新座 第四 3 石塚　偉丞 いしづか　えいすけ ふしぎな４Ｄの世界

76 新座 東北 3 柏崎　蒼 かしわざき　そう
しょうらいのゆめは、ダイオウ
イカをつりあげる！！

77 和光 第四 3 木村　凜 きむら　りん
きれいな音色をかなでるピア
ニスト

78 和光 第五 3 臼田　幸樹 うすだ　こうき うちゅうのクジラ

79 和光 下新倉 3 高山　世愛 たかやま　せな にじみひめの　おしろ

80 蕨 中央 3 坂井　健吾 さかい　けんご
うちゅうせんにのってうちゅう
へゴー！

81 蕨 北 3 原　優衣 はら　ゆい 海の中の合唱

82 新座 第四 4 柿崎　暖果 かきざき　ののか 星の光る山 ○

83 新座 栄 4 山口　彩葉 やまぐち　いろは ゆきの中のツリーハウス ○

84 新座 東野　 4 栗島　惇圭 くりしま　あつよし きれいな水に映える木

85 朝霞 朝霞第九 4 野島　璃央菜 のじま　りおな
公園で風にふかれて遊んだ
よ

86 川口 戸塚東 4 野﨑　拓海 のざき　たくみ 野原のまん中に立つ木

87 川口 安行 4 尾崎　日葵 おざき　ひまり カラフルハッピー

88 川口 戸塚北 4 濵岡　夏妃 はまおか　なつき ありが見ている目線の木

89 川口 青木中央 4 岩淵　琉空 いわぶち　りく かみさまの木

90 川口 安行 4 榎木園　海渡 えのきぞの　かいと 世界一大きいくすのき

91 川口 飯塚 4 小林　花音 こばやし　かのん 幸運山

92 川口 芝樋ノ爪 4 沼田　健勇郎 ぬまた　けんたろう トカゲのダンス

93 志木 宗岡 4 石　友美 せき　ゆみ
宗小シンボルの本～くすの木
～

94 志木 宗岡第二 4 平野　舞 ひらの　まい 青い葉とふしぎな実のなる木
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95 志木 宗岡第四 4 石坂　絆心 いしざか　つなぐ 海の大きなジャンプ台

96 志木 志木第二 4 池田　桃 いけだ　もも 百年

97 志木 宗岡 4 春日　陽向 かすが　ひなた 秋の木夏の木

98 草加 高砂 4 須藤　美蘭 すどう　みら みんな大好き　うちゅう船山

99 草加 稲荷 4 野村　純未 のむら　あづみ
化石といっしょに見る花火
～化石の山があるといいな～

100 草加 高砂 4 細田　結愛 ほそだ　ゆあ 楽しい、魔法の時計山

101 戸田 笹目東 4 田畑　のぞみ たばた　のぞみ 夕やけ空がきれいな山

102 戸田 美女木 4 松枝　銀士 まつえだ　ぎんじ 安心の木

103 戸田 新曽北 4 森　柚希乃 もり　ゆきの うちゅうにある１つの木

104 新座 第四 4 三枝　優月 さえぐさ　ゆづき 新座のミュジューック山

105 新座 東野 4 森田　希和 もりた　きわ 学校のぬし

106 新座 東野 4 酒井　温人 さかい　はると 一年中の木

107 蕨 南 4 曽我　奏音 そが　かのん うちゅうに生える木

108 蕨 中央小 4 三浦　英翔 みうら　えいと 暗闇の中の明るい木

109 川口 鳩ヶ谷 5 林　咲良 はやし　さら 川越の夜 ○

110 戸田 戸田第一 5 田中　映帆 たなか　あきほ 雨あがりの日の出 ○

111 朝霞 朝霞第八 5 淺間　隆将 あさま　たかまさ 虫が住んでいるフルーツ町

112 朝霞 朝霞第八 5 大内　誠士 おおうち　あきと 夜の人間の体の中

113 朝霞 朝霞第八 5 三木　智大 みき　ともひろ トレインバトルアイランド

114 朝霞 朝霞第八 5 安藤　大起 あんどう　ひろき 太陽の町
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115 川口 鳩ヶ谷 5 小川　こころ おがわ　こころ お正月、みんなでかんぱい！

116 川口 前川 5 今井　花菜 いまい　はな
心に残ったゴンドラから見た
自然

117 川口 鳩ヶ谷 5 宮﨑　玲奈 みやざき　れいな 思い出の神社

118 川口 戸塚南 5 小柳津　暖里 おやいず　あたり 雨上がりの　あじさい公園

119 川口 戸塚 5 沼池　咲空 ぬまいけ　さく 金の自然

120 川口 鳩ヶ谷 5 小池　千尋 こいけ　ちひろ 我が家から見える景色

121 川口 鳩ヶ谷 5 水岡　佳音 みずおか　かのん 鉄道博物館

122 川口 戸塚綾瀬 5 伊原　千絢 いはら　ちひろ 海の大ばくはつ！

123 志木 志木第二 5 宇山　遼平 うやま　りょうへい 陸や海の生き物

124 志木 宗岡 5 金子　りりあ かねこ　りりあ 学校ライオン

125 志木 志木 5 小池　一華 こいけ　いちか 初夏を彩るアジサイと蝶

126 志木 宗岡第四 5 岩本　実依菜 いわもと　みいな 桜と川

127 志木 宗岡第三 5 中岡　惺 なかおか　さとし 建物都市

128 草加 両新田 5 関根　和花 せきね　わか せんべい船の草加市

129 草加 清門 5 大重　優奈 おおしげ　ゆな 宇宙に広がるわくせいの町

130 草加 清門 5 山本　さくら やまもと　さくら 雲の上にあるにぎやかな町

131 草加 栄 5 内田　真登 うちだ　なおと いつもの道

132 戸田 美谷本 5 近藤　輝優 こんどう　てるまさ みんなの未来を守るヒーロー

133 戸田 芦原 5 提　そらと つつみ　そらと 白ねこと夕焼け

134 新座 石神 5 山本　依吹 やまもと　いぶき かさの道
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135 新座 西堀 5 込田　理穂 こみた　りほ カラフルなアジサイ

136 蕨 中央東 6 笠原　佑希乃 かさはら　ゆきの 自分の席から見える景色

137 戸田 美谷本 6 竹岡　双葉 たけおか　ふたば 海の王と森の女王のお茶会 ○

138 朝霞 朝霞第八 6 遠藤　我太 えんどう　あがた 四階新校舎の水道のじゃ口

139 川口 中居 6 尾上　綾音 おのうえ　あやね あの頃の

140 川口 木曽呂 6 津村　こはる つむら　こはる 線の絆

141 川口 辻 6 清水　麻央 しみず　まお 生きる花

142 川口 舟戸 6 丸岡　瑶海 まるおか　たまみ
川口の夜景のようにきれいな
花

143 川口 安行 6 小野　彩華 おの　さやか 休み時間の３階女子トイレ

144 川口 柳崎 6 山木　尚陽 やまき　しょうよう みんなが楽しむ体育館

145 川口 並木 6 真間　日花里 まま　ひかり 毎日の思い出をしまうげた箱

146 川口 戸塚綾瀬 6 正木　晴也 まさき　せいや 竹の子物語

147 志木 宗岡 6 今　ももこ こん　ももこ 大きな七つの花

148 志木 志木第四 6 新井　桃花 あらい　ももか 夏の空に咲く

149 草加 清門 6 山下　詩乃 やました　うたの 私の落ち着く場所

150 草加 新栄 6 早坂　明日花 はやさか　あすか 水道の中のじゃ口の世界

151 草加 清門 6 滝島　新菜 たきしま　にいな 思い出の席

152 草加 谷塚 6 吉岡　由奈 よしおか　ゆな カウンターから見た図書館

153 戸田 戸田第二 6 山﨑　春空 やまざき　はる
ぼくの輝く場所　HOKUTAN
BALL PARK

154 戸田 美谷本 6 中村　康介 なかむら　こうすけ 月の光る夜をとぶドラゴン
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155 戸田 美女木 6 萩尾　友香 はぎお　ともか 美しい花の裏側

156 新座 片山 6 寺口　友翔 てらぐち　ゆうと 思い出の池

157 新座 野火止 6 諸井　美恩 もろい　みおん 夕日とイルカ

158 新座 野火止 6 濵田　美優 はまだ　みゆう それぞれちがう花

159 新座 第四 6 中村　彩芭 なかむら　いろは あたたかな思い出

160 蕨 東 6 迫井　和香 さこい　ほのか 世界にたった一つの思い出

161 蕨 南 6 坂川　美鈴 さかがわ　みれい 私たちの教室

162 蕨 中央東 6 宋　美慧 そう　みえ 思い出の音楽室



北足立北 学校種 小学校

番号 市町村名 学　　　校　　　名 学年 氏　　　　　名 氏名のふりがな 題　　　　　　　　　　　名 知事賞

1 桶川 朝日 1 六角　朱里 ろっかく　じゅり どうぶつえんってたのしいな

2 鴻巣 屈巣 1 恩曽　龍人 おんそ　りゅうと ぼくをじっと見ているカニさん

3 鴻巣 吹上 1 大石　羽純 おおいし　はすみ おおきなにわとり ○

4 上尾 大石北 1 中村　幸葵 なかむら　ゆき
きれいなもようのおおきなくじ
ら

5 上尾 上平北 1 高橋　和那 たかはし　かづな
でんしゃにのって、とうさん
と、コンサートへいこう

○

6 鴻巣 常光 1 村田　穂理 むらた　みのり とってもかっこいい大きなとり

7 上尾 今泉 1 石塚　玲奈 いしづか　れな さかなのどうくつ

8 桶川 桶川西 1 小平　蕾花 こだいら　らいか いのししおてつだいさん

9 上尾 原市 1 石ケ森　世美 いしがもり　つぐみ
きりんとちょうちょのおいか
けっこ

10 鴻巣 田間宮 1 石貫　勝也 いしぬき　かつや むしたちにはじめてあった

11 北本 南 2 鈴木　晴太 すずき　はるた ナマケモノときせつの花火 ○

12 上尾 今泉 2 高畑　輝一 たかはた　きいち ２ひきのりゅう ○

13 鴻巣 笠原 2 鈴木　桜来 すずき　さくら 魚の世界にようこそ

14 鴻巣 箕田 2 細野　瑠真 ほその　りゅうま クワガタの大王

15 鴻巣 赤見台第一 2 西野　伊翔 にしの　よしと かいじゅうのしま

16 伊奈 小室 2 田村　遥輝 たむら　はるき はりせんぼんとあそんだよ

17 伊奈 小針北 2 岡見　真志 おかみ　しんじ
大きなライオン、かっこよかっ
たよ

18 上尾 原市 2 相澤　和人 あいざわ　かずと 森もりモンスターとぼく

19 上尾 大谷 2 早田　有 そうだ　ゆう にじ色海

20 伊奈 小針北 2 戸井田　航輝 といだ　こうき グアナコとおさんぽ

令和２年度　第５５回「郷土を描く児童生徒美術展」
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21 鴻巣 屈巣 3 秋山　彩心 あきやま　あみ 空と電車のたん生日 ○

22 鴻巣 常光 3 澤邉　咲希 さわべ　さき ホタルと楽しく遊んだよ ○

23 伊奈 小室 3 髙見澤　芽音 たかみざわ　めのん 虫たちといっしょに

24 上尾 中央 3 廣瀬　瑠奈 ひろせ　るな
レインボー海のダンスパー
ティー

25 上尾 上平北 3 上野　結芽 うえの　ゆめ
テレビとラジオのにぎやか海
車

26 上尾 平方東 3 大上　世真 おおがみ　とうま クワガタ列車で大ぼうけん

27 鴻巣 鴻巣東 3 竹内　葵香 たけうち　りこ みんなでたんけん

28 鴻巣 田間宮 3 鈴木　柊太 すずき　しゅうた
つくえロケットでうちゅうへ出
発

29 伊奈 小針 3 加藤　芳忠 かとう　よしただ 町の中を楽しく泳ごう！

30 上尾 上平北 3 別府　歩果 べっぷ　ほのか 楽しい天の川へようこそ

31 上尾 中央 4 大谷　心花 おおたに　こはな
海の中にある、めだたないほ
ど動物にかこまれるたった一
本の木

○

32 鴻巣 馬室 4 張貝　南斗 はりがい　みなと
みんな集まれ！ふしぎな木で
パーティーだ！

○

33 鴻巣 吹上 4 武田　彩乃 たけだ　あやの 空とぶ島

34 上尾 中央 4 斎藤　慎悟　 さいとう　しんご
木の中にある駅で列車に乗り
に行こう！

35 鴻巣 赤見台第一 4 持田　あいら もちだ　あいら １００年以上の桜の木

36 鴻巣 屈巣 4 萩原　瑞己 はぎわら　みずき 天空の木

37 北本 北 4 金子　智輝 かねこ　ともき みんなであそぶ大きな木

38 伊奈 小針 4 角田　結良 かくた　ゆら
学校のシンボル大いちょうの
まわりで

39 伊奈 小針北 4 酒井　すず さかい　すず 伊奈の大きな木

40 上尾 芝川 4 芥川　到生 あくたがわ　とうま 銀河山脈
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41 桶川 朝日 5 井原　優翔 いはら　ゆうと small world in おし入れ ○

42 鴻巣 赤見台第一 5 飯塚　心絆 いいづか　きずな にわとりの物語

43 桶川 加納 5 金井　莉瑚 かない　りこ 音楽のパラダイス

44 伊奈 小室 5 一之瀬　夢夏 いちのせ　ゆな 時の鐘と歴史残るお菓子たち

45 桶川 桶川西 5 今井　壱嘉 いまい　いちか ミュージックタウン

46 上尾 今泉 5 澤口　穂風 さわぐち　ほのか みんなで応えん‼

47 鴻巣 屈巣 5 大槻　千遥 おおつき　ちはる 月に向かってとぶかもめ

48 北本 南 5 赤塚　美穂 あかつか　みほ 希望

49 鴻巣 吹上 5 今井　奏音 いまい　かなと
何でもすいこむブラックホー
ル

50 鴻巣 広田 5 関根　耕 せきね　こう 魚たちのげき流下り

51 鴻巣 下忍 6 清野　新 きよの　あらた 芸術はばく発！

52 上尾 芝川 6 山田　菜結 やまだ　なゆ カレンダー ○

53 伊奈 小針 6 道下　陸 みちした　りく 思い出の図工準備室

54 上尾 西 6 永田　ひかり ながた　ひかり 小さな本の世界

55 上尾 東町 6 川窪　空羽 かわくぼ　くう かさの公園で…

56 伊奈 小針 6 オオシロ　ダニエラ おおしろ　だにえら 百年の階段

57 鴻巣 吹上 6 進藤　聡太 しんどう　そうた 海より出づる龍

58 鴻巣 下忍 6 井桁　愛心 いげた　あこ 夏祭り

59 伊奈 小針 6 大森　美緒 おおもり　みお 窓越しの北校舎

60 鴻巣 吹上 6 小林　千紘 こばやし　ちひろ サメと戦うにじ色のかに



入間 学校種 小学校

番号 市町村名 学　　　校　　　名 学年 氏　　　　　名 氏名のふりがな 題　　　　　　　　　　　名 知事賞

1 川越 川越第一 1 成野　駿太 なるの　しゅんた
ぺんぎんとはっぴーなぺんぎ
んらんど

2 川越 古谷 1 松本　悠月 まつもと　ゆづき むしときのちから

3 川越 南古谷 1 照内　悠佑 てるうち　ゆうすけ ザリガニとうんどうかい

4 川越 大東西 1 水村　和真 みずむら　かずま
バッタとカマキリのたのしいた
たかいごっこ

5 川越 霞ケ関 1 内田　隼矢 うちだ　しゅんや むしさんとジェットコースター

6 川越 名細 1 加藤　太喜 かとう　たき むしさんとなかよくあそんだよ

7 川越 高階北 1 須藤　夏希 すどう　なつき うんていでさかだちしたよ

8 川越 高階北 1 竹岡　一都 たけおか　いちと のぼるのだいすき

9 所沢 中富 1 阿久津　賢吾 あくつ　けんご からふるいっぱいあめのひ

10 飯能 加治 1 長沢　瑛翔 ながさわ　えいと サメとダイビング

11 狭山 南 1 柳戸　陽仁 やなぎど　はると こんちゅうとあそんだよ

12 狭山 入間野 1 菅原　彩音 すがわら　あやね
ちぇっこりたまいれをしている
ところ

13 入間 狭山 1 関根　夕桜 せきね　ゆら ありのすめいろ

14 入間 西武 1 庄子　祐生 しょうじ　ゆうせい あさがおじぇっとこうすたあ

15 入間 藤沢北　　 1 嶋田　篤人 しまだ　あつと　 ちょうちょとあそんだよ

16 坂戸 坂戸 1 小峯　陽翔 こみね　はると ライオンのゆうぐ ○

17 ふじみ野 西 1 渡辺　あおい わたなべ　あおい
にししょうがうみのせかいに
なっちゃった

18 ふじみ野 鶴ヶ丘 1 大竹　叶人 おおたけ　かなと　 としょしつにいったよ ○

19 川越 古谷 2 岡本　妃奈乃 おかもと　ひなの
ピンクののらねこのさんぽみ
ち

20 川越 大東西 2 田中　玲 たなか　れい　 やさいゆうえんちへようこそ

令和２年度　第５５回「郷土を描く児童生徒美術展」

知事賞・特選名簿
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21 川越 武蔵野 2 櫻井　結斗 さくらい　ゆいと ピーマンランド ○

22 川越 今成 2 田倉　カリラ たくら　かりら でかでかさつまいもうりば

23 川越 霞ケ関西 2 水村　圭佑 みずむら　けいすけ カマキリとあそんだよ

24 所沢 美原 2 小川　春 おがわ　はる うまにのったよ

25 日高 高萩 2 柿沼　瑛祐 かきぬま　えいすけ
ナスのひこうきからパラ
シュートで空のたび

26 ふじみ野 上野台 2 荒井　勇人 あらい　はやと バッタ

27 ふじみ野 西 2 吉野　りかこ よしの　りかこ 花火

28 三芳 竹間沢 2 北掘　秀 きたぼり　しゅう ざりがにとちょっとおりょうり

29 川越 泉 3 片境　勇翔 かたざかい　ゆうと フラワーすいぞくかん

30 川越 古谷 3 髙野　航成 たかの　こうせい ハスの公園で花火大会 ○

31 川越 大東東 3 三井　ひなの みつい　ひなの 時のかねを守る大きなりゅう

32 川越 霞ケ関 3 松本　爽来 まつもと　そら
かすみがせきにじいろぶどう
園

33 川越 高階西 3 大塚　大翔 おおつか　ひろと 水でっぽうでたたかう

34 所沢 西富 3 田中　晴 たなか　はる ランドセルゴー

35 所沢 安松 3 早坂　凱 はやさか　がい
ふしぎなうちゅうにあったよマ
グカップの家

36 所沢 美原 3 梶浦　一颯 かじうら　いぶき
ちきゅうのはてまでたびをす
るぞ！！

37 所沢 荒幡 3 岡沢　遼生 おかざわ　りょうせい
ファイヤーシップ号でレッツ
号ー！

38 飯能 双柳 3 小嶋　航 こじま　わたる ２１００年埼玉ドライブ

39 狭山 入間川 3 田中　博基　 たなか　ひろき ぼくのしょうらいのゆめはピアニスト ○

40 鶴ヶ島 鶴ヶ島第二 3 大森　心晴 おおもり　こはる
立体アトラクションでじけん
はっせい
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41 鶴ヶ島 鶴ヶ島第二 3 染井　智哉　 そめい　ともや 海ののりもの

42 日高 高萩北 3 田鎖　凪悠汰 たぐさり　なゆた
ぼくらのたからもの日高の自
然

43 ふじみ野 大井 3 村岡　幸之郎 むらおか　こうしろう うちゅうにタイマー

44 川越 南古谷 4 坂本　陽菜 さかもと　ひな ゴーヤのぼり

45 川越 大東東 4 嶋村　文 しまむら　いと 緑のカーテンヘチマランド

46 川越 武蔵野 4 加畑　凛奈 かばた　りんな
うちゅうまでつづくスリルまん
てんスケスケ山

47 川越 高階北 4 荒井　邑太 あらい　おうた 豊かな海に沈んだ時の鐘

48 川越 今成 4 安藤　碧見 あんどう　あおみ 川ごえのまが山

49 川越 今成 4 戸田　瑛介 とだ　えいすけ きょうりゅう山のゆうえん地

50 川越 霞ケ関東 4 坂下　龍成 さかした　りゅうせい 雲山の川越 ○

51 川越 霞ケ関西 4 神田　結芽 かんだ　ゆめ みんなが集まるヘチマ国

52 所沢 安松 4 古俣　かんな こまた　かんな 夢いっぱいの家

53 ふじみ野 元福 4 瀬川　柚希 せがわ　ゆずき　 光る木

54 ふじみ野 大井　 4 寺松　雅広 てらまつ　まさひろ 秋を待ついちょう

55 越生 越生 4 古林　ゆりな ふるばやし　ゆりな 越生の夏祭り

56 川越 仙波 5 武藤　瑛人 むとう　あきひと 夢の島『未来』

57 川越 大東西 5 小林　慈温 こばやし　じおん 車が集まる貫井建材 ○

58 川越 牛子 5 津村　佳尚 つむら　けいしょう いつもきれいな図書室

59 所沢 北 5 入澤　優名 いりさわ　ゆめ 水たまりの中の太陽

60 所沢 清進 5 吉井　空 よしい　そら １００年後の埼玉県
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61 所沢 西富 5 中濱　幸太　 なかはま　こうた　 とったどー

62 所沢 美原 5 番場　愛理 ばんば　あいり 遊楽町

63 所沢 中央 5 岡本　航 おかもと　わたる 大樹と雲のパラダイス

64 狭山 笹井 5 田口　鈴涼 たぐち　すず 上を見上げるとほら夏が．．．

65 坂戸 大家 5 三上　景士 みかみ　ひろと 未来の三上市

66 鶴ヶ島 鶴ヶ島第二 5 阿久津　さくら あくつ　さくら りゅうとお祭りを楽しもう

67 ふじみ野 駒西 5 小笠原　麻央 おがさわら　まお
世界一おもしろい町へとりに
のって行ってみたよ～

68 毛呂山 泉野 5 郡司　杏瑠 ぐんじ　あんる
カメラでのぞくやぶさめのかこ
と未来

69 毛呂山 泉野 5 高山　夏妃 たかやま　なつき
かわせみ公園の未来と今と
過去

70 川越 川越第一 6 井口　凛 いぐち　りん 家の前の集合場所 ○

71 川越 川越第一 6 糸井　柊陽 いとい　しゅうや 立派な神社とその景色

72 川越 川越 6 荻原　歌花 おぎわら　うか 静かな場所

73 川越 南古谷 6 小島　妃央 こじま　ひお 近未来の最終電車

74 川越 南古谷 6 小林　花乃 こばやし　はなの 白いくじら

75 川越 大東東 6 川上　優姫奈 かわかみ　ゆきな 川越の町並み

76 川越 山田 6 新井　未愛 あらい　みちか みんな大好きな所

77 川越 山田 6 小川　紋奈 おがわ　あやな 未来の川越を見てみよう

78 川越 山田 6 千葉　迅飛 ちば　はやと 川越列車レッツゴー

79 川越 霞ケ関北 6 加藤　ゆいか かとう　ゆいか いつものバスケットゴール

80 川越 霞ケ関東 6 堺　花奈 さかい　はな 思い出の廊下
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81 川越 霞ケ関東 6 関原　暖輝 せきはら　だんき ビオトープと学校

82 川越 牛子 6 富永　明 とみなが　めい 人と人とをつなぐ音色

83 川越 牛子 6 豊田　幸歩 とよだ　さちほ 旧八十五銀行とポスト

84 川越 牛子 6 名本　帆花 なもと　ほのか ようこそ菓子屋横丁へ

85 川越 牛子 6 宮田　菜都美 みやた　なつみ 夏にそよぐ涼しい音

86 坂戸 三芳野 6 古屋　小春 ふるや　こはる しずかなろう下

87 坂戸 三芳野 6 渡辺　優凪 わたなべ　ゆな おはようの風景

88 坂戸 千代田 6 糸洲　愛子 いとす　あいこ 卒業しても忘れないあの風景

89 坂戸 千代田 6 木下　小粋 きのした　こいき ６年通った千代田小学校

90 ふじみ野 上野台 6 黒澤　冴 くろさわ　さえ 思い出の渡りろう下

91 三芳 藤久保 6 小泉　双葉 こいずみ　ふたば すき間から広がる景色



比企 学校種 小学校

番号 市町村名 学　　　校　　　名 学年 氏　　　　　名 氏名のふりがな 題　　　　　　　　　　　名 知事賞

1 吉見 東第一 1 濱本　大輝 はまもと　ひろき にじいろのおさかな ○

2 東松山 新宿 1 森田　陸斗 もりた　りくと
おには、たいこをたたいて雨
をふらした

3 小川 みどりが丘 1 吉川　璃 きっかわ　あき いきもののしま 　

4 ときがわ 明覚 1 藤田　結芽 ふじた　ゆめ そらとぶバッタ

5 吉見 西が丘 2 瀬戸口　心 せとぐち　こころ ペンギンといっしょ ○

6 ときがわ 萩ヶ丘 2 植松　萌々子 うえまつ　ももこ トンボとあそんだよ

7 嵐山 七郷 2 平井　楓人 ひらい　ふうと ワラビーの赤ちゃん

8 滑川 宮前 2 荻田　和鈴 おぎた　かりん ミヤコタナゴのすむばしょ

9 滑川 月の輪 3 嶋野　実玲 しまの　みれい カラフルミヤコタナゴランド ○

10 吉見 北 3 岡野　巧夢 おかの　たくむ 未来の甲虫ランド

11 東松山 青鳥 3 青山　廉 あおやま　れん　 しぜんをまもりたい

12 東松山 新明 3 マツナガ　レアナ まつなが　れあな 深海に生きるちんぼつ船

13 小川 小川 4 中里　心美 なかざと　ここみ ヒョウタン世界になっちゃった ○

14 川島 つばさ北 4 田沼　尚紘 たぬま　たかひろ 田んぼ山 ○

15 小川 みどりが丘 4 内田　大翔 うちだ　ひろと 夜空に広がる花
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16 川島 つばさ南 5 宇津木　友里 うつぎ　ゆり 伝統ある遠山記念館 ○

17 嵐山 菅谷 5 市川　隆哉 いちかわ　りゅうや 大暴発の虹 ○

18 小川 大河 5 松野　こよ実 まつの　こよみ 朝をむかえる街

19 鳩山 鳩山 5 工藤　怜奈 くどう　れな
夕焼けにてらされる未来の鳩
山町

20 嵐山 七郷 6 藤野　友輔 ふじの　ゆうすけ 夕日にかがやく七小と鉄棒 ○

21 小川 みどりが丘 6 齋藤　瑞稀 さいとう　みずき おはよう学校

22 川島 伊草 6 髙橋　太一 たかはし　たいち 思い出の音楽室

23 東松山 新明 6 金井　佑恭 かない　ゆうすけ 箭弓神社



児玉 学校種 小学校

番号 市町村名 学　　　校　　　名 学年 氏　　　　　名 氏名のふりがな 題　　　　　　　　　　　名 知事賞

1 本庄 共和 1 浅見　千瑛 あざみ　ちあき
たべほうだい！！あさがおス
イーツランド

2 本庄 児玉 1 富岡　遥音 とみおか　はると
かえるにのって　森へのぼう
けん

○

3 神川 青柳 1 町田　煌空 まちだ　きら 大きなバッタがいたよ

4 本庄 北泉 2 山田　彩虹 やまだ　あこ 雪の中のなかよしおやこ

5 本庄 中央 2 中島　梨愛 なかじま　りあ
じょうぶなはさみが大きいザ
リガニ

○

6 上里 上里東 2 渡辺　ヨハンネ わたなべ　よはんね 赤い目の牛とサツマイモ

7 神川 丹荘 3 須永　美月 すなが　みつき シンボルツリーであそぼう ○

8 本庄 本庄西 3 竹並　業平 たけなみ　ごうへい みらいのはにぽんタワー

9 本庄 本庄南 3 大迫　湊輔 おおさこ　そうすけ
本じょう名物「なすときゅうり」
がレインボーロケットカーに大
変身！！

10 本庄 本庄西 4 木村　小恋 きむら　ここ 本庄祭りの花火におよぐ金魚

11 神川 丹荘 4 堀越　桜花 ほりこし　おうか
うねうねぐるぐるぎざぎざヘチ
マ

12 上里 賀美 4 相原　芙海 あいかわ　ふみ かがやく賀美小学校

13 美里 東児玉 5 櫻沢　未麓 さくらざわ　みろく 楽しい学校

14 上里 上里東 5 梅澤　未羽 うめざわ　みう 掲示板のごしの学び舎 ○

15 本庄 金屋 5 佐竹　美祐 さたけ　みゆ
自然があふれるアスピアこだ
ま

16 本庄 北泉 6 芦澤　菜々子 あしざわ　ななこ 大好きなバスケットボール ○

17 美里 東児玉 6 川部　桜 かわべ　さくら 本にかこまれて ○

18 神川 七本木 6 崎原　カリサ さきはら　かりさ 鳥居から見た神社
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大里 学校種 小学校

番号 市町村名 学　　　校　　　名 学年 氏　　　　　名 氏名のふりがな 題　　　　　　　　　　　名 知事賞

1 熊谷 大幡 1 中島　由汰 なかじま　ゆた むしたちとかくれんぼ

2 熊谷 新堀 1 渡辺　璃愛 わたなべ　りあ みんなでわらってる

3 熊谷 江南北 1 篠崎　凱里 しのざき　がいり とのさまバッタとあそんだよ

4 深谷 明戸 1 太﨑　結海 たさき　ゆうみ そらへゴー ○

5 深谷 大寄 1 荻野　稜良 おぎの　いづな つのがおおきいうしだよ

6 寄居 鉢形 1 倉林莉乃 くらばやし　りの 楽しいかくれんぼ

7 熊谷 別府 2 箱田　光亮 はこだ　こうすけ
一しょうに一どはおいでよ！
ザリガニといっしょにきょう
りゅうじだい！

8 熊谷 星宮 2 宮本　花鈴 みやもと　かりん キラキラ星の川

9 熊谷 男沼 2 清水実莉 しみずみのり みんなのなすがとれたぞ

10 熊谷 熊谷南 2 香川　淳暉 かがわ　あつき あげはの上にのったよ

11 深谷 岡部西 2 木暮　千歳 こぐれ　ちとせ
生きものといっしょにさつまい
もをさがすぞ！

12 深谷 川本南 2 松田　雅 まつだ　みやび むしのひろば ○

13 寄居 折原 2 荻原　夏蓮 おぎわら　かれん かわいい牛の親子
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令和２年度　第５５回「郷土を描く児童生徒美術展」

知事賞・特選名簿

地区名

14 熊谷 佐谷田 3 三根　慧大 みね　けいた し事いっぱいブルドーザー

15 熊谷 三尻 3 杉原　成悟 すぎはら　せいご 重力があべこべな学校 ○

16 熊谷 江南南 3 茂木　愛結奈 もてぎ　めいな みんなが集まる大きな木

17 深谷 桜ヶ丘 3 吉間　朝葵 きちま　あさき まつぼっくりくんと遊んだ木

18 熊谷 成田 4 大島　千和 おおしま　ちより カラフルツリー大きくなってね

19 熊谷 大麻生 4 稲村　遼 いなむら　りょう ヘチマのこうえん

20 熊谷 久下 4 樋口　蓮 ひぐち　れん ぐんぐんのびろ！ケヤキ

21 熊谷 奈良 4 中村　保乃香 なかむら　ほのか 深みのある木

22 深谷 幡羅 4 八木　大成 やぎ　たいせい ヘチマおめん

23 寄居 桜沢 4 藤牧　叶 ふじまき　かなう
ミラーワールドスクール
－季節の鏡－

○

24 熊谷 石原 5 原田　萌利 はらだ　もえり 魅力的な報恩寺

25 熊谷 吉岡 5 門倉　望愛 かどくら　もあ 見慣れた風景

26 熊谷 桜木 5 小林　航汰 こばやし　こうた 緑

27 熊谷 長井 5 𠮷田　悠歩 よしだ　ゆあ 色とりどりの妻沼聖天様

28 深谷 深谷西 5 岩﨑　夢歩 いわさき　ゆめあ レトロな古本屋

29 深谷 八基 5 長谷川　結衣 はせがわ　ゆい 歴史ある中の家

30 深谷 上柴西 5 山口　想羅 やまぐち　そら 海の中の深谷駅

31 深谷 本郷 5 伊藤　沙恵里 いとう　さえり ひまわりがさいている学校

32 深谷 花園 5 武井　絆央 たけい　はんな ほこらしい長善寺 ○

33 熊谷 熊谷東 6 榎本　ソラ えのもと　そら 太陽の光あびる髙城神社 ○



大里 学校種 小学校
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34 熊谷 玉井 6 高橋　希空 たかはし　のあ 6年最後の委員会

35 熊谷 籠原 6 大野　衣智楓 おおの　いちか 威風堂々 ○

36 熊谷 妻沼 6 根本　悠華 ねもと　ゆうか 緑の中の平和橋

37 深谷 藤沢 6 小菅　望々香 こすげ　ののか かわらがきれいな一乗寺

38 深谷 常盤 6 小山　美空 こやま　みく 深谷驛

39 深谷 上柴東 6 佐藤　心優 さとう　みゆう 思い出のつまった場所

40 深谷 岡部 6 小川　就也 おがわ　なるや
思い出に残る校舎からの風
景

41 深谷 榛沢 6 角田　未弥美 つのだ　みやび 青空とコスモス畑

42 深谷 川本北 6 川島　智広 かわしま　ともひろ 滑り台と校舎

43 寄居 男衾 6 多田　輝星 ただ　きらり 緑いっぱいの不動寺



秩父 学校種 小学校

番号 市町村名 学　　　校　　　名 学年 氏　　　　　名 氏名のふりがな 題　　　　　　　　　　　名 知事賞

1 秩父 西 1 本間　璃衣 ほんま　りい にじときりん ○

2 秩父 影森 1 飯島　基介 いいじま　きすけ　　 カマキリとあそんだよ

3 秩父 高篠 1 吉田　桃基 よしだ　とうき とぼうとしているむし

4 秩父 秩父第一 2 前野　陽向 まえの　ひなた 魚のまち ○

5 秩父 荒川西 2 逸見　夏聖 へんみ　なつせ ぼくのすきなもの ○

6 小鹿野 両神 2 強谷　翔 すねや　しょう ゆめのダリアマンション

7 横瀬 横瀬 3 関口　沙紀 せきぐち　さき
カラフル文ぼう具カーがやっ
てきた！

○

8 秩父 大田 3 宮原　善久朗 みやはら　ぜんくろう 川のたんけんたい

9 秩父 花の木 3 黒澤　紬 くろさわ　つむぎ 祭りの屋台でレッツゴー

10 小鹿野 長若 4 前野　若菜 まえの　わかな
でっけえニジマス食いてえな
あ！

○

11 秩父 尾田蒔 4 山中　蒼太 やまなか　そうた 出航！ヘチマ海ぞく船

12 秩父 花の木 4 山口　百華 やまぐち　ももか
うちゅうまでのびたヘチマ
パーク

13 小鹿野 小鹿野 5 渡邊　瑠菜 わたなべ　るな みんなの大切な小鹿野 ○

14 皆野 皆野 5 吉村　倫果 よしむら　りんか
未来のハッピーな皆野町～
動物たちとのくらし～

15 秩父 吉田 5 岩田　梨穂 いわた　りほ
むく神社から見た龍勢の発射
台

16 秩父 原谷 6 萩原　奏音 はぎわら　かのん 思い出の昇降口 ○

17 秩父 荒川東 6 山中　伽瑛蘭 やまなか　かえら 私の町の好きな場所

18 秩父 南 6 加藤　康太郎 かとう　こうたろう 六年間ともに歩み続けた南小
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北埼 学校種 小学校

番号 市町村名 学　　　校　　　名 学年 氏　　　　　名 氏名のふりがな 題　　　　　　　　　　　名 知事賞

1 加須 加須 1 大宮　葵子 おおみや　あおい
ものすごいげんきなくじゃくさ
ん

○

2 行田 南河原 1 吉野　大翔 よしの　ひろと むしパーティー

3 加須 三俣 1 及川　慧 おいかわ　さとる
にんじゃやしきのだいせん
じょう

4 羽生 三田ケ谷 1 小澤　つき おざわ　つき しらさぎとたんぼのたんけん

5 行田 荒木 2 金澤　明香璃 かなざわ　あかり
ザリガニさんとお空でおさん
ぽ

6 加須 鴻茎 2 長塩　将隆 ながしお　まさたか なかよしつるのおや子 ○

7 加須 志多見 2 川野邉　桜凰 かわのべ　おうすけ
三人兄弟のザリガニとあそん
だよ

8 羽生 手小林 2 小林　紗也 こばやし　さや みんなであそぼ！

9 羽生 羽生南 2 渡邉　陽輝 わたなべ　はるき 池の中のアスレチック

10 加須 大利根東 3 相馬　青空 そうま　そら
さつまいものうちゅうで「こん
にちは」

11 羽生 村君 3 小林　來都 こばやし　らいと
ネズミランド号に乗って
うちゅうと空のたび

12 加須 三俣 3 伊東　凜 いとう　りん
こいのぼりと海の中で大ぼう
けん

13 行田 太田西 3 松本　惟愛 まつもと　ありあ ししまいと大じゃ

14 羽生 羽生北 3 岡田　愛梨 おかだ　あいり 海の中の遊園地

15 加須 田ケ谷 4 小野寺　美心 おのでら　みみ 楽しい木のひみつきち ○

16 羽生 三田ヶ谷 4 杉田　拓葵 すぎた　ひろき 空へ続くヘチマの城 ○

17 行田 中央 4 山西　紗奈 やまにし　さな ヘチマとわたし

18 羽生 岩瀬 4 鈴木　楓空 すずき　ふうあ ゴーヤの中身は何だろう？
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19 行田 桜ケ丘 5 藤田　明翔 ふじた　あきと 今日はどの動物と遊ぼうかな ○

20 羽生 羽生南 5 加邊　光希 かべ　こうき カラフルな町で遊ぼう！ ○

21 行田 下忍 5 増田　蒼空 ますだ　そら
はにわでにぎわう
蓮の町　未来の行田市

22 羽生 新郷第二 5 村田　莉梨 むらた　りり 夜に光るライトアップな町

23 羽生 手小林 5 小谷野　哉汰 こやの　かなた 遊舞獅子

24 加須 三俣 6 平井　夏暖 ひらい　かのん 最後の風景 ○

25 行田 下忍 6 村上　元基 むらかみ　もとき ヘウレーカ・予想と結果 ○

26 行田 南河原 6 菅村　友樹 すがむら　ゆうき 逆転シュートを決めろ！

27 羽生 村君 6 天笠　心美 あまがさ　ここみ 太陽の下で　日向ぼっこ



埼葛 学校種 小学校

番号 市町村名 学　　　校　　　名 学年 氏　　　　　名 氏名のふりがな 題　　　　　　　　　　　名 知事賞

1 春日部 上沖 1 瀬尾　琴南 せお　ことな レッツゴー！ゴー！あき ○

2 越谷 宮本 1 鈴木　要太 すずき　かなた
ぼくのともだち　かいぶつ　ど
ろりん

○

3 吉川 美南 1 中沢　翼 なかざわ　つばさ
かたつむりと
うみの大ぼうけん

4 春日部 内牧 1 秋元　快人 あきもと　かいと あさがおらんどであそんだよ

5 春日部 幸松 1 薩田　翔希 さつた　とき バッタと大空をとぼう

6 春日部 幸松 1 土子　愛結 つちこ　あゆ トンボといっしょにおさんぽ

7 春日部 緑 1 樋浦　実希 ひうら　みき みんなとみつけたてんとう虫

8 春日部 桜川 1 朝比奈　楓莉 あさひな　ふうり ちょうちょういっぱいランド

9 蓮田 黒浜 1 關根　蘭 せきね　らん
おはなばたけのちょうちょ
パーティーへようこそ

10 蓮田 蓮田中央 1 安江　莉希 やすえ　りの ちょうちょとおでかけ

11 越谷 出羽 1 大山　麻陽 おおやま　あさひ
あそびにおいでよ
ちょうちょのおうち

12 越谷 南越谷 1 有川　凜 ありかわ　りん
えがおであさがおばたけのな
かを
おさんぽしよう

13 越谷 南越谷 1 中島　なつき なかじま　なつき
あさがおのジャングルこうえ
ん

14 越谷 鷺後 1 百﨑　智遥 ももさき　ちはる
あさがおランドでトランポリ
ン！

15 八潮 中川 1 野田　麻陽 のだ　あさひ あさがおのみち

16 八潮 大瀬 1 渡辺　蒼央 わたなべ　あお うみのもり

17 久喜 菖蒲 1 荒井　漣 あらい　れん むしだいすき

18 久喜 桜田 1 長谷川　明澄 はせがわ　あすみ みんなでやまのぼり

19 吉川 関 1 渡邉　希花 わたなべ　ののか ぐるぐるのうみにいったよ

20 吉川 中曽根 1 齋藤　叶 さいとう　かなう どうぶつのせかい

令和２年度　第５５回「郷土を描く児童生徒美術展」
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21 吉川 美南 1 原田　彩羽 はらだ　あやは
くるくるランドで
どうぶつさんたちとあそんだ
よ

22 三郷 戸ヶ崎 1 水野　蘭華 みずの　らんか あさがおパーク

23 三郷 戸ヶ崎 1 宮澤　心虹 みやざわ　ここ あさがおランド

24 三郷 彦糸 1 加納　帆乃香 かのう　ほのか フルーツランド

25 三郷 彦郷 1 川添　芽衣 かわぞえ　めい
きらきらのハッピーバースデ
イ

26 三郷 丹後 1 早川　みな実 はやかわ　みなみ おはながいっぱいうれしいな

27 三郷 瑞木 1 加藤　由空 かとう　ゆら あさがおのくに

28 越谷 明正 2 島田　知輝 しまだ　ともき 海の中の大ぼうけん

29 吉川 吉川 2 松澤　佳音 まつざわ　かのん トマトランドのゆうえんち

30 三郷 幸房 2 山田　利奈 やまだ　りな おいもパークのキラキラな夜

31 春日部 内牧 2 大久保　直輝 おおくぼ　なおき キリンといっしょにあそんだよ

32 春日部 緑 2 澤田　あいり さわだ　あいり
みんなのやさいばたけが
ゆうえんちになったよ

33 春日部 武里西 2 小玉　悠愛 こだま　ゆあ
ミニトマトアスレチックへ
ようこそ

34 春日部 武里西 2 岸本　蘭乃子 きしもと　かのこ ミニトマトのお家でたのしもう

35 越谷 出羽 2 細山　丈 ほそやま　じょう キラキラシャボンぞう

36 越谷 越ケ谷 2 野澤　瑶子 のざわ　ようこ
ざりがにとプールでおよいだ
よ

37 越谷 大沢 2 葛西　菜摘 かさい　なつみ たのしいおいもの家

38 越谷 弥栄 2 青木　奈菜 あおき　なな
女の子と生きものの木のおう
ち

39 越谷 花田 2 佐々木　悠 ささき　ゆうた トマトわくせい

40 越谷 花田 2 宮本　和侑 みやもと　かずゆき トマトの海でトマト魚を見たよ
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41 越谷 荻島 2 石山　珠梨 いしやま　じゅり 楽しいな。トマトゆう園地

42 越谷 蒲生第二 2 佐々木　康太 ささき　こうた プクプクおよぐ魚たち

43 八潮 八幡 2 瀧澤　心羽 たきざわ　ここは
みんなであそぼう！トマトラン
ド

44 久喜 青毛 2 山田　佳歩 やまだ　かほ ザリガニとあそんで楽しいな

45 久喜 東鷲宮 2 嶋田　愛 しまだ　まな
ひみつのカミキリランドへよう
こそ

46 久喜 栗橋西 2 江森　ひなた えもり　ひなた
ヒャッホーイ！ぐるぐるザリ
ちゃんだ

47 幸手 さくら 2 宮田　祐佳 みやた　ゆうか
カメさんとわたしたちの
やさいばたけ

48 吉川 吉川 2 武野　笑花 むの　えみか
みんなおいでよ
かぼちゃ　パーティー

49 吉川 美南 2 新保　裕規 しんぼ　ゆうき トマト王国

50 吉川 美南 2 齋藤　希々花 さいとう　ののか
わたしのトマトランドはせかい
一

51 吉川 栄 2 菅原　埜々佳 すがわら　ののか
わたしのうちの
ふわふわあじさいランド

52 松伏 松伏第二 2 松田　真音 まつだ　まおん くじらの貝がらさがし

53 三郷 彦成 2 浅岡　直樹 あさおか　なおき くじらじまで楽しそう

54 三郷 彦郷 2 島　有理花 しま　ゆりか きょ大クラゲ大はっ見!!

55 三郷 吹上 2 佐々木　康太 ささき　こうた サツマイモカーの大レース

56 三郷 戸ヶ崎 2 中村　莉那 なかむら　りな カラフル　やさい公園

57 吉川 中曽根 3 根本　蒼空 ねもと　そら
なんでうちゅうにこんな生物
が

○

58 三郷 戸ヶ崎 3 柴田　蓮虎 しばた　れいと 魚船のたびで　レッツGO!

59 春日部 幸松 3 永田　明日香 ながた　あすか
ヒマワリこん虫ランドへようこ
そ

60 春日部 粕壁 3 金子　心春 かねこ　みはる
ひまわりのたんけんたい出発
だっ！
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61 春日部 内牧 3 佐久間　柚妃 さくま　ゆずき
ヒマワリフェスティバルへよう
こそ

62 蓮田 蓮田南 3 永吉　温子 ながよし　あつこ
なしの船に乗って黒浜ぬまで
魚つり

63 蓮田 黒浜 3 新保　澪弥 にいぼ　れいや
ヒマワリの中に楽しさいっぱ
い夏休み

64 蓮田 蓮田中央 3 髙田　希和 たかだ　きわ
ひまわりランドでワクワク・ド
キドキ

65 越谷 越ケ谷 3 菊池　梨乃 きくち　りの 空の上のくわい

66 八潮 八條北 3 レ　トラン　アントゥ れ　とらん　あんとぅ きらきら明るいひまわり王国

67 八潮 潮止 3 有賀　未来 あるが　みく
スマイル！ハッピーひまわり
ランド

68 八潮 大曽根 3 武川　凌久 たけかわ　りく 夢のさいたま水ぞくかん

69 久喜 久喜北 3 シリウット　リュウイチ しりうっと　りゅういち 秋だ!!　みんな集まれ

70 久喜 栗橋 3 加藤　雅也 かとう　まさなり 未来の楽しい夏祭り

71 久喜 桜田 3 永原　凜 ながはら　りん
えんぴつロケットでワイワイ
♪りょこうだ

72 白岡 篠津 3 村上　滋実 むらかみ　ますみ スイカの乗り物でゴー！

73 宮代 須賀 3 野原　瑠莉 のはら　るり ヒマワリノプールへようこそ！

74 幸手 吉田 3 内田　奈穂 うちだ　なお ヒマワリ遊園地

75 吉川 美南 3 佐藤　希音 さとう　のの
美南の空のぶんぼうぐ遊園
地

76 吉川 中曽根 3 小川　愛菜美 おがわ　まなみ
ひまわりランドでちょうちょと
あそぼう

77 吉川 吉川 3 茂木　姫香 もき　ひめか にじ色のせかいへ

78 松伏 松伏 3 師田　果歩 もらた　かほ カラフル海のねこランド

79 三郷 彦成 3 吉田　好花 よしだ　このか 新しい世界のひまわり

80 三郷 高州東 3 岩瀬　蛍 いわせ　ほたる
わたしのゆめは　みんなをえ
顔にするびようし
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81 三郷 彦郷 3 小山　結愛 おやま　ゆめ 海の友だちと遊んだよ

82 三郷 新和 3 宗形　萌杏 むなかた　もも ひまわりの森

83 越谷 蒲生南 4 倉持　音花 くらもち　おとか 木と水のファンタジー ○

84 三郷 吹上 4 橋本　玲奈 はしもと　れな 木の上でうたったよ。 ○

85 三郷 丹後 4 狩野　愛 かの　あい お花のうかんだヘチマカヌー

86 杉戸 杉戸西 4 新岡　珠采 にいおか　みこと ゆめのなんでもひみつきち

87 幸手 幸手 4 梅本　小菜月 うめもと　こなつ
かがやく花火　お祭りの始ま
りだ！

88 吉川 吉川 4 河内　咲結 かわち　さゆ 夜の吉川　シンボルツリー

89 吉川 中曽根 4 酒井　菜帆 　さかい　なほ 雲の上のへんてこな城

90 越谷 千間台 4 中村　太臥 なかむら　たいが
子どもたちの宝物　１０１さい
の！！

91 越谷 大袋東 4 牛丸　紗希 うしまる　さき ふしぎな自ぜんアスレチック

92 越谷 大沢北 4 姫野　恋 ひめの　れん
みんなでワイワイヘチマラン
ド

93 越谷 花田 4 橋本　桜 はしもと　さくら 大きな木にあつまろう

94 白岡 西 4 米重　結天空 よねしげ　ゆあら なんでも自由！ヘチマランド

95 三郷 幸房 4 福嶋　穂香 ふくしま　ほのか 空の上のヘチマ王国

96 三郷 丹後 4 吉川　あおい よしかわ　あおい
チョウと一緒にヘチマに乗っ
て飛び立とう

97 三郷 高洲東 4 芳賀　聖月 はが　みつき 町がいっぱい木と森タウン

98 三郷 新和 4 小林　龍太朗 こばやし　りゅうたろう 不思議でカラフルな松の木

99 春日部 江戸川小中 4 小久保　智佳 こくぼ　ちか ヘチマと私

100 春日部 上沖 4 大越　咲季 おおこし　さき 私が育てた木
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101 春日部 小渕 4 倉持　桃花 くらもち　ももか 夢のヘチマ王国

102 春日部 正善 4 島野　奈緒 しまの　なお ヘチマの世界で大もりあがり

103 春日部 幸松 4 岡田　柚季 おかだ　ゆずき ゆめの木

104 春日部 武里 4 竹内　みなも たけうち　みなも しぜんいっぱいツリータウン

105 春日部 豊野 4 山本　芽依 やまもと　めい 豊野夢のヘチマアスレチック

106 春日部 幸松 4 小池　直 こいけ　なお 楽しいアスレチック

107 春日部 正善 4 森泉　玖紅菜 もりいずみ　くくな ヘチマの国へ

108 春日部 上沖 4 宇都宮　大我 うつのみや　たいが パワーがもらえる竹

109 越谷 荻島 5 廣岡　心羽 ひろおか　こはね
夢あふれる、だるま・くわいラ
ンドへレッツGO‼

○

110 三郷 高州東 5 林　皇志 はやし　こうし 夢を描いた近未来

111 三郷 前谷 5 牧野　瑠依 まきの　るい 海底の楽園

112 春日部 緑　 5 大塚　翔太郎 おおつか　しょうたろう
龍と未来の春日部をパトロー
ル

113 蓮田 黒浜南 5 林　楓流 はやし　かいる なしで遊ぶよ大ぼうけん！

114 蓮田 蓮田中央 5 杉本　紅音 すぎもとあかね
花とわたし、元気に決めポー
ズ‼！

115 越谷 南越谷 5 清水　優弥 しみず　ゆうや 自然あふれる未来の越谷

116 越谷 南越谷 5 野口　航世 のぐち　こうせい ネギの町　越谷

117 越谷 大袋東 5 福地　晃 ふくち　こう 山奥の生き物ふれあいの里

118 越谷 大袋東 5 水越　さわ みずこし　さわ カラフル　フワフワ雲の町

119 越谷 鷺後 5 原田　莉央 はらだ　りお 楽器だらけな音楽の町

120 越谷 荻島 5 高野　ひなみ たかの　ひなみ
自然がいっぱい！未来の越
谷
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121 越谷 荻島 5 三ッ木　祐成 みつぎ　ゆうせい 過去から未来に飛んでゆけ

122 八潮 大原 5 慶増　泰河 けいそう　たいが
鮮やかな　アジサイ　咲き誇
れ

123 八潮 八條北 5 白岩　翔太 しろいわ　しょうた 海にうかぶ町

124 久喜 青葉 5 茂田　和楽 しげた　わらく
GO！宇宙に飛び立つバイク
号

125 宮代 百間 5 石橋　日茉莉 いしばし　ひまり 秋と景色

126 幸手 八代 5 増田　聖　 ますだ　ひじり 自然がいっぱい　未来の幸手

127 幸手 さかえ 5 内田　有咲 うちだ　ありさ 緑の中の稲荷大明神

128 三郷 幸房 5 中山　麻陽 なかやま　まひろ にぎやかな町

129 三郷 彦郷 5 加藤　優織 かとう　ゆうり 絵の具の中の夢の世界

130 三郷 彦郷 5 新井　音渡 あらい　おと
先生に気づかれるな！学校
アスレチック！？

131 三郷 戸ヶ﨑 5 八島　志成 やしま　ゆきなり
うちゅうにも、すてきなまちが
…

132 三郷 前間　 5 及川　絢聖 おいかわ　あやと
みんな大好き　天空に浮く．
レインボー三郷

133 八潮 中川 6 鈴木　渚咲 すずき　なぎさ　
わがまち・わが学校・わたし
の好きな音楽室

○

134 八潮 潮止 6 山壮　花音 やまじょう　かのん 思い出に残る体育館

135 杉戸 高野台 6 栗原　由花 くりはら　ゆいか 1日の始まり

136 春日部 小渕 6 田邊　七葉 たなべ　ななは 夢の小渕小学校

137 春日部 武里 6 對馬　菜月 つしま　なつき
私達が一番お世話になった
場所

138 春日部 豊春 6 青木　虹斗 あおき　ななと ブランコ

139 春日部 内牧 6 酒井　奈都保 さかい　なつほ 響

140 春日部 幸松 6 奥村　響心 おくむら　おとは
未来の公園橋はにぎわう都
会！！
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141 越谷 南越谷 6 種橋　彩 たねはし　あや 未知の宇宙

142 越谷 弥栄 6 吉田　蒼 よしだ　あおい
ランドセルを開くと…思い出
パラダイス！

143 越谷 出羽 6 深井　唯加 ふかい　ゆいか 私の大切な思い出

144 越谷 大沢北 6 圓本　廉志郎 まるもと　れんじろう
たくさん練習した思い出の校
庭

145 越谷 桜井南 6 森下　蒼 もりした　あおい 未来の深海学校

146 八潮 大瀬 6 三橋　奈緒 みつはし　なお ベランダから見えた春の訪れ

147 白岡 篠津 6 石津　紀怜 いしづ　きさと
恐竜の子どもたちと海の大冒
険！

148 白岡 西 6 梅澤　　みあ うめざわ　みあ 自然と海に囲まれた白岡

149 宮代 百間 6 小泉　凛朋 こいずみ　りんと 最後の校庭

150 幸手 上高野 6 細田　悠介 ほそだ　ゆうすけ 本とぼく

151 杉戸 西 6 小林　由奈 こばやし　ゆな 今日も1日　おつかれさま

152 吉川 中曽根 6 市橋　龍馬 いちはし　りょうま
田舎と都会んｐにぎやかな世
界

153 松伏 松伏 6 本　尚貴 もと　なおき
はばたけ！鳥のワンダーラン
ド

154 三郷 彦郷 6 見崎　琶茄波 みさき　わかは 季節と時代をつなぐ島

155 三郷 吹上 6 関口　百哉 せきぐち　ももや 未来の三郷へ

156 三郷 桜 6 阿部　里愛奈 あべ　りあな 思い出の音楽室

157 三郷 前間 6 大原　悠也 おおはら　ゆうや ぼくの落ち着く教室

158 三郷 彦糸　 6 笹木　一果 ささき　いちか 花が見守る明るい町


