
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 西浦和 1 新井　湊大 あらい　みなと
オニヤンマのしまでゴー

ゴー

2 さいたま 岸町 1 大畑　美玲 おおはた　みれい ひみつのおかしのいえ ○

3 さいたま 日進 1 山内　華 やまのうち　はな
１５０％のちからでがん

ばったうんどうかい

4 さいたま 木崎 1 宮原　瑚子 みやはら　ここ うみで　はなびを　みたよ

5 さいたま 馬宮西 1 河村　雫 かわむら　しずく ゆめみるあさがおのくに

6 さいたま 大宮南 1 大内　莉子 おおうち　りこ
いろんなおさかなとおよぐ

よ

7 さいたま 西浦和 1 石戸谷　悠貴 にしどや　はるき
クワガタでキャンプゴーパ

ンプキン

8 さいたま 城北 1 髙鹿　光弦 たかしか　ひかる
ペンギンやくじらやいるか

にのってねたいな

9 さいたま 城南 1 木村　圭佑 きむら　けいすけ
およいでたべてひなたぼっ

こするペンギンたち

10 さいたま 日進北 1 福原　遥大 ふくはら　はると
そらとぶくるまではいたつ

ちゅう

11 さいたま 城北 1 柚原　恵依 ゆはら　めい すいかのまち

12 さいたま 常盤 1 中川　るり子 なかがわ　るりこ わたしとぞうのシャンプー

13 さいたま 大成 1 渡邊　敦斗 わたなべ　あつと
みんなも　きたら　たのし

いよ。

14 さいたま 片柳 1 工藤　綾乃 くどう　あやの
おそらのくにでふるうつた

べたい

15 さいたま 三橋 1 坂元　應介 さかもと　おうすけ かごしまのまち

16 さいたま 常盤北 1 清澤　美咲 きよさわ　みさき
カブトムシと　まちを　み

たよ

17 さいたま 仲本 1 南　咲調 みなみ　さつき
にじいろのおさかなとあそ

ぼうよ

18 さいたま 岸町 1 豊田　茉優 とよた　まひろ うみの　なかの　まち

19 さいたま 下落合 1 根岸　愛梨 ねぎし　あいり
なしのなかに　すんでいる

じぶん

20 さいたま 常盤 1 加藤　澪 かとう　みお ふくろうヒーロー
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21 さいたま 北浦和 1 森田　楓禾 もりた　ふうか うさぎのふとんでおやすみ

22 さいたま 大砂土 1 松尾　帆夏 まつお　ほのか うみのなかであそぼう

23 さいたま 仲町 1 増田　晃己 ますだ　こうき そらのうえのうんどうかい

24 さいたま 大東 2 李　林静 り　りんせい チャボとあそんでいるよ ○

25 さいたま 日進 2 鳥井　彩可 とりい　あやか ミニトマトの町

26 さいたま 大谷 2 中城　妃菜 なかしろ　ひな
びっくり動物レンコンホテ

ルは世界一！

27 さいたま 与野南 2 髙見　莉央 たかみ　りお
ありたちがくらすみらいの

さいたま市

28 さいたま 大砂土 2 船田　望央 ふなだ　みお
ホワイトタイガーといっ

しょにぼうけんだ

29 さいたま 鈴谷 2 村上　杏 むらかみ　あん
スイカのききゅうで空へ

しゅっぱつ

30 さいたま 大門 2 櫻井　眞子 さくらい　まこ
大きな　大きな　わんちゃ

ん　見つけた！

31 さいたま 木崎 2 曽川　稀世 そがわ　きせ
トマトが車になっちゃっ

た！

32 さいたま 東大成 2 大郷　秋音 だいごう　あきと ピーマンせんすいかん

33 さいたま 針ヶ谷 2 前田　彩花里 まえだ　あかり
すいかのあそびばであそぼ

う

34 さいたま 桜木 2 橋本　佳奈 はしもと　かな たのしい　ゆめのおしろ

35 さいたま 土合 2 松﨑　朔夜 まつざき　さくや スイカのまち

36 さいたま 春岡 2 村山　藍衣 むらやま　あい トマトつりぃ

37 さいたま 辻 2 翁長　美織 おなが　みおり 大きいとまとのおうち

38 さいたま 大牧 2 小林　旺一郎 こばやし　おういちろう
地下のじゃがいもマンショ

ンへごしょうたい

39 さいたま 与野八幡 2 佐々木　結菜 ささき　ゆいな
なぞの　パクパク　スイス

イランド

40 さいたま 鈴谷 2 菊地　柚萌 きくち　ゆめ
大きくそだったよ！スイカ

マンション
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41 さいたま 大砂土 2 猪瀬　雅姫 いのせ　みやび　
きょうりゅうの　せ中です

べりだいをしたよ

42 さいたま 美園北 2 奥間　一華 おくま　いちか レモンの水ぞくかん

43 さいたま 大東 2 須釜　ひなた すがま　ひなた チャボいっぱい大しゅう合

44 さいたま 蓮沼 2 黒田　ことは くろだ　ことは
オオワシといっしょに空の

たび

45 さいたま 東大成 2 倉橋　明花莉 くらはし　あかり さつまいもハウス

46 さいたま つばさ 2 藤田　円 ふじた　まどか
とうもろこしのスポーツセ

ンター

47 さいたま 島 3 三谷　つばさ みたに　つばさ
時計のロケットに乗って宇

宙への出発

48 さいたま 谷田 3 坂尻　六花 さかじり　りっか 大きな宇宙にUFOが ○

49 さいたま 栄和 3 石井　望結 いしい　みゆ
ふでばこカーでレッツ

ゴー！

50 さいたま 植竹 3 吉澤　胡心 よしざわ　ここ 空とぶトカゲゴー

51 さいたま 仲町 3 藤森　大輔 ふじもり　だいすけ
ジンベエ３号に乗って深海

の世界へ

52 さいたま 大谷場 3 神林　栞里 かんばやし　しおり 金魚と遊べる遊園地

53 さいたま 神田 3 若槻　咲来 わかつき　さら
カラフルテープで海の中へ

出発だー！

54 さいたま 本太 3 朝居　橙子 あさい　とうこ ネコで形のせかいへゴー

55 さいたま 宮原 3 大野　遥佳 おおの　はるか
えんぴーつタウンでドライ

ブ！！

56 さいたま 善前 3 松澤　茂市 まつざわ　もいち 空とぶつくえの家

57 さいたま 大宮別所 3 小林　芽生 こばやし　めい さかさまのせかい

58 さいたま 与野本町 3 東山　美月 ひがしやま　みづき
カメののりもので海の世界

をたのしもう

59 さいたま 与野八幡 3 山中　良太 やまなか　りょうた タコうちゅうせん

60 さいたま 沼影 3 高石　陽斗 たかいし　はると

三角じょうぎロケットで、

うちゅうのはてまで、さぁ

行くぞ
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61 さいたま 常盤 3 北野　ゆず葉 きたの　ゆずは ねこバスホテル

62 さいたま 春岡 3 八木𣘺　圭翔 やぎはし　けいと
ぶんぐロケットで月へ

ゴー！！

63 さいたま 日進北 3 五十嵐　真柚佳 いがらし　まゆか
鳥のロケットで月へ　レッ

ツゴー！

64 さいたま 岸町 3 竹内　玲七 たけうち　れな さかさま

65 さいたま 大谷 3 渡辺　虎臣 わたなべ　とらおみ ライバルどうし

66 さいたま 与野南 3 澤　來瞳 さわ　くるみ
えんぴつに乗って宇宙へ

ゴー！！ゴー！！

67 さいたま 尾間木 3 出口　奈々 でぐち　なな
うちゅうでであったちょう

きょだいふくろう！！

68 さいたま 栄和 3 藤倉　美琥 ふじくら　みく
れいぞうこの車で森に行っ

てシカに会った。

69 さいたま 辻 3 𠮷岡　心結 よしおか　みゆう いせかいのあひるカー

70 さいたま 与野南 4 齋藤　凜咲 さいとう　りさ さいたまの主 ○

71 さいたま 上小 4 光本　蒼海 みつもと　うみ 青い空と大きな木 ○

72 さいたま 土合 4 小池　泰智郎 こいけ　たいちろう 子の木何の木？小池の木

73 さいたま 本太 4 河相　祐希 かわい　ゆうき ゆめがかがやく木

74 さいたま 下落合 4 久世　悠真 くぜ　ゆうま カラフルな虹色山

75 さいたま 島 4 伊藤　愛望 いとう　えみ カラーランド

76 さいたま 植竹 4 新井　佑基 あらい　ゆうき にぎやかな木

77 さいたま 谷田 4 杜　顔汐 と　えんし 空の上のようせいの広場

78 さいたま 蓮沼 4 濵口　秀人 はまぐち　ひでと 伝説の元木

79 さいたま 南浦和 4 戸澤　凛 とざわ　りん 食べ物山で食べ歩き

80 さいたま 大谷場 4 稲留　心咲 いなどめ　みさき 木々の間の思いで
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81 さいたま 西原 4 大沢　昇平 おおさわ　しょうへい 夏のさくら

82 さいたま 北浦和 4 山口　希彩 やまぐち　のあ
まほうつかいの住んでいる

山

83 さいたま 大谷 4 麻生　美朋里 あそう　みほり 海の中のわかめ山

84 さいたま 上落合 4 河野　樹 こうの　いつき
空にある天気を支配する動

物たちの山

85 さいたま 西原 4 松本　真実 まつもと　まなみ
じげんをこえてチックタク　

チックタク

86 さいたま 埼大附属 4 梅田　沙良 うめだ　さら 精れいの生きる山

87 さいたま 西浦和 4 遠藤　泰成 えんどう　たいせい 雷りゅう

88 さいたま 大砂土 4 今田　大智 いまだ　だいち　 アイスクリームもりだく山

89 さいたま 大砂土東 4 井上　陽輝 いのうえ　はるき
一番いっしょうけんめいな

木

90 さいたま 鈴谷 4 樅山　怜奈 もみやま　れいな 春夏秋冬いろどり山

91 さいたま 大砂土東 4 渡辺　和 わたなべ　なごみ 風にゆれる大きな木

92 さいたま 日進 4 桑島　大登 くわじま　ひろと
海と陸のジェットコース

ター

93 さいたま 城北 5 馬﨑　理子 ばさき　りこ 理想の町 ○

94 さいたま 大砂土 5 佐々木　健真 ささき　けんしん 夢にまで見るてっぱく

95 さいたま 泰平 5 小野寺　健 おのでら　たける 海底王国アトランティス

96 さいたま 大宮南 5 漆原　凛 うるしばら　りん クジラの上のさいたま市

97 さいたま 蓮沼 5 大橋　愛真 おおはし　えま 朝日が出てきた町

98 さいたま 大牧 5 和田　みゆな わだ　みゆな 見上げる空には魚達

99 さいたま 東大成 5 菅野　汐夏 かんの　せな
さいたま市だけのたこやき

町

100 さいたま 仲町 5 奥田　彩音 おくだ　あやね 音楽の町
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101 さいたま 泰平 5 松田　隼 まつだ　はやと 宇宙帝国プテラタウン

102 さいたま 常盤 5 黒田　瑛仁 くろだ　えいと くらし豊かな町

103 さいたま つばさ 5 大高　詩央 おおたか　しお STAR

104 さいたま 宮原 5 清水　望来 しみず　みらい アリたちの楽園

105 さいたま 慈恩寺 5 東川　拓夢 ひがしかわ　たくむ 紅葉の森

106 さいたま 芝原 5 青木　瑞樹 あおき　みずき 天空城

107 さいたま 針ヶ谷 5 青山　由衣 あおやま　ゆい 海の底の虹のあわ

108 さいたま 谷田 5 五十嵐　崇真 いがらし　そうま 海の中のふれあい神でん

109 さいたま 大砂土 5 藤原　果帆 ふじわら　かほ
歴史のある氷川神社へレッ

ツ・ゴー！

110 さいたま 大宮南 5 南部　澪 なんぶ　れい アヒル新都心

111 さいたま 常盤 5 兪　明一 ゆう　めいち 近未来

112 さいたま 与野本町 5 齋藤　昊毅 さいとう　こうき
電車（列車）がたくさん通

る町

113 さいたま 宮原 5 飯島　真実 いいじま　みのり いつも静かな空の町

114 さいたま つばさ 5 小谷　樹蘭 こたに　じゅらん うちゅうの町

115 さいたま 大宮別所 5 平山　枝奈 ひらやま　えな 天使の描く町

116 さいたま 馬宮東 5 滝川　琉生 たきかわ　るい ハチャメチャスカイタウン

117 さいたま 蓮沼 6 稲村　咲心 いなむら　にこ
らんやで働く私のおじい

ちゃん

118 さいたま 大谷 6 小川　想輔 おがわ　そうすけ 未来の空 ○

119 さいたま 河合 6 八鍬　夢叶 やくわ　ゆうか 思い出あふれる河合小

120 さいたま 和土 6 相馬　悠 そうま　ゆう 読書の秋
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121 さいたま 三室 6 丸山　晃史郎 まるやま　こうしろう
海と山と川があるきれいな

町

122 さいたま 大宮西 6 木村　美月 きむら　みづき 毎日感じるワクワク

123 さいたま 大谷 6 澁谷　和輝 しぶや　ともき ひげおやじと勉強した

124 さいたま 蓮沼 6 河合　留奈 かわあい　るな 市民の森の風車

125 さいたま 田島 6 藤原　安那 ふじわら　あんな ペガサス王国

126 さいたま 下落合 6 秋元　唯吹 あきもと　いぶき 未来で自分も月面着陸

127 さいたま 植竹 6 村松　進次郎 むらまつ　しんじろう 学校の出入り口

128 さいたま 文蔵 6 達　清太郎 たつ　せいたろう 放送室

129 さいたま 大砂土 6 矢島　沙耶 やじま　さや
幸せの町・川越にうかぶ笑

顔

130 さいたま 常盤 6 久間　菜々子 くま　ななこ ある日の図書室

131 さいたま 宮前 6 松永　珠希 まつなが　たまき 秋に見る流れ星

132 さいたま 南浦和 6 松山　稔 まつやま　みのる
モーガン図書館と坂の上の

雲

133 さいたま 日進北 6 丸屋　亮真 まるや　りょうま
クジラのバブルネット

フィーディング

134 さいたま 大砂土東 6 吉盛　聖菜 よしもり　せいな
まどから見える大きなシン

ボル

135 さいたま 植竹 6 菊池　陽 きくち　はる 休日の下駄箱

136 さいたま 谷田 6 安藤　嶺 あんどう　れい 機械恐竜の大都市

137 さいたま 栄 6 田島　萌楓 たじま　もか 図書室の中

138 さいたま 鈴谷 6 バン　ハイ　フォン ばん　はい　ふぉん
例え、何年がたとう

と・・・

139 さいたま 大砂土 6 吉田　和真 よしだ　かずま
未来にも残っている風車近

くの菜の花畑

140 さいたま 大宮南 6 道順　可憐 どうじゅん　かれん 思い出の６年１組
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1 川口 戸塚 1 ⻆　彩音 すみ　あやね
たのしいたんじょうびパー

ティー
○

2 朝霞 朝霞第七 1 德永　桂一郎 とくなが　けいいちろう そらのせかい ○

3 川口 本町 1 堺　達海 さかい　たつみ
たのしかった　うんどうか

い
　

4 朝霞 朝霞第五 1 柄本　翔太 えもと　しょうた ふしぎなゆうえんち 　

5 川口 前川 1 片岡　彩美 かたおか　あやみ たのしいプール 　

6 川口 仲町 1 小澤　藍 おざわ　らん たからとりを　したよ 　

7 川口 戸塚東 1 野田　幸雅 のだ　こうが ぞうさんのせかい 　

8 川口 桜町 1 紺野　心澄 こんの　しんす やごとともだち 　

9 川口 里 1 筒井　奏介 つつい　そうすけ
さかなにのってうみに

しゅっぱつ
　

10 川口 鳩ケ谷 1 小田切　志歩 おだぎり　しほ ハトパスのしゃしん 　

11 川口 前川東 1 本山　愛莉 もとやま　あいり
あさがおランドであそんだ

よ
　

12 川口 鳩ケ谷 1 大槻　悠真 おおつき　ゆうま
ちかてつみれたよ、はとが

やえき
　

13 川口 安行 1 浅見　泰地 あさみ　たいち
はじめてひこうきにのって

みた
　

14 戸田 美女木 1 渡辺　裕乃 わたなべ　ゆうの もようがいっぱいのせん 　

15 戸田 戸田東 1 今平　凛 いまひら　りん じおらま　こまかいな  

16 戸田 戸田南 1 鈴木　柚花 すずき　ゆずか はなび 　

17 草加 川柳 1 元木　有真 もとき　あるま こんちゅうゆうえんち 　

18 新座 東野 1 茨木　夏歩 いばらき　かほ さかなたちと　なかよし 　

19 新座 東北 1 石田　早葵 いしだ　さき バッタ大はっけん 　

20 新座 東北 1 秋山　健心 あきやま　けんしん でかいとんぼ 　

令和４年度　第５７回「郷土を描く児童生徒美術展」

知事賞・特選名簿

地区名
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21 新座 第四 1 川嵜　燈輝 かわさき　とうき だちょうと　とんでいるよ 　

22 志木 志木 1 髙野　莉央 たかの　りお
３にんのうんどうかいの

ゲーム
　

23 朝霞 朝霞第五 1 高木　翔平 たかぎ　しょうへい
おおさか　ゆめのまち　～

あさかにあったらいいな…
　

24 朝霞 朝霞第六 1 安澤　佑衣菜 やすざわ　ゆいな さいかさいにいったよ 　

25 朝霞 朝霞第八 1 上田　慎 うえだ　しん
しろやまこうえんにむしが

たくさん！
　

26 朝霞 朝霞第十 1 佐藤　奏一朗 さとう　そういちろう みずだらけ 　

27 戸田 新曽 1 東　穣志 あずま　じょうじ さかなたち 　

28 朝霞 朝霞第六 2 丹治　敦貴 たんじ　あつき きょだいきゅうりゅう ○

29 戸田 戸田第一 2 片桐　壮琉 かたぎり　たける ナスカラフルこうじょう ○

30 戸田 戸田東 2 中村　瞭斗 なかむら　あきと
とうもろこしすべりだいが

できる家
　

31 戸田 戸田東 2 村吉　常 むらよし　じょう スイカの海ぞくせん 　

32 川口 朝日東 2 中村　一輝 なかむら　いっき トカゲをつかまえるぞ！ 　

33 戸田 戸田第二 2 越藤　百那 こえとう　もな
キリンの子どもたちのひみ

つきち
　

34 川口 元郷 2 鹿村　楓太 しかむら　ふうた まつりの花火 　

35 朝霞 朝霞第一 2 佐々木　司 ささき　つかさ にんじんのせかい 　

36 戸田 戸田第一 2 菅原　海斗 すがはら　かいと ふしぎなせかいのスイカ 　

37 草加 小山 2 宇原　杏莉 うはら　あんり
びっくりカラフルオクラハ

ウス
　

38 戸田 美女木 2 菅野　輝将 かんの　きしょう
せかいに１つだけのにんじ

んタワー
　

39 戸田 戸田東 2 中　一晟 なか　いっせい
おいしい！さつまいもロ

ケット
　

40 川口 飯塚 2 黄　翊雯 こう　いぃうぇん かんらん車にのったよ 　
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41 朝霞 朝霞第八 2 菊池　花凜 きくち　かりん ナスのひみつきち 　

42 戸田 芦原 2 丹野　心桜 たんの　こはる ピーマンのレストラン 　

43 蕨 塚越 2 小陽　七奈 こよう　なな
紙が足りなかったから、壁

にも描いちゃった。
　

44 川口 鳩ヶ谷 2 鈴木　智也 すずき　ともや
５０年後のトトロがはやっ

たはとがやえき
　

45 新座 陣屋 2 田中　雅姫 たなか　みやび にじいろちきゅう 　

46 蕨 中央東 2 吉村　心花 よしむら　このか ふしぎなすいかひこうき 　

47 新座 第四 2 広川　遥 ひろかわ　はる
むれでくらすドラゴンた

ち。
　

48 川口 上青木 2 前澤　太亮 まえざわ　たいすけ
こうえんの大きいすべりだ

い
　

49 志木 志木第二 2 河野　功至 かわの　こうし
いでんしの雨とでん気たま

ねぎ
　

50 新座 大和田 2 倉林　宗右 くらばやし　そう にんじんかぞく 　

51 朝霞 朝霞第十 2 榎本　珠希 えのもと　たまき たのしいなすのすべりだい 　

52 川口 青木北 2 下舞　郁斗 しもまい　いくと ドラゴンのくに 　

53 朝霞 朝霞第五 2 尾﨑　海香 おざき　みこ
大きなトマトのしたであま

やどりをした
　

54 朝霞 朝霞第八 2 近藤　あかり こんどう　あかり にじいろトマトのホテル 　

55 蕨 北 3 　橋　桃子 ふじはし　ももこ
蕨市に巨大なうさぎに乗れ

るチケットがとどいたよ！
○

56 戸田 戸田第二 3 渡辺　咲愛 わたなべ　さら 植木ばちの車 ○

57 蕨 北 3 渡邊　唯花 わたなべ　ゆいか にじの自ぜんゆめランド 　

58 戸田 美女木 3 山根　瑚々路 やまね　こころ 海と鳥のおひっこし 　

59 志木 宗岡 3 阿部　哲汰 あべ　てった 花火のまち 　

60 朝霞 朝霞第八 3 石井　優衣 いしい　ゆい
次はどこへ？どこでも遠足

バス
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61 川口 柳崎 3 タス　絵美音 たす　えみね ６月の雨 　

62 草加 高砂 3 今井　フミ子 いまい　ふみこ お花ばたけ 　

63 新座 片山 3 門馬　陸 もんま　りく 夜でも明るい町 　

64 朝霞 朝霞第六 3 小澤　太志郎 おざわ　たいしろう 夕日の町 　

65 川口 戸塚北 3 田村　みのり たむら　みのり
大きな葉っぱにみんな集ま

れえっ！
　

66 戸田 新曽北 3 工藤　美逢 くどう　みあい 色色ぐんだん 　

67 新座 片山 3 都筑　行雲 つづき　こううん 花畑へ行く車 　

68 川口 辻 3 久保　夏葵 くぼ　なつき ２８年後の世界の海学校 　

69 川口 木曽呂 3 上甲　聖夏 じょうこう　せいか いとこと川へ行ったよ！ 　

70 新座 野火止 3 牧野　心愛 まきの　ここあ にぎやかな野火止用水 　

71 新座 東野 3 黒川　晏慈 くろかわ　あんじ ギターロケット 　

72 戸田 戸田東 3 安里　颯真 あさと　そうま
きょうりゅうと生き物たち

のたわむれ
　

73 蕨 東 3 陳　羽希 ちん　はねき 川の花 　

74 新座 新座 3 栗原　葵 くりはら　あおい
どんぐりの中のカラフルな

動物たち
　

75 朝霞 朝霞第七 3 吉丸　咲那 よしまる　さな にんじんもようの鳥 　

76 戸田 笹目東 3 松浦　ジェイデン まつうら　じぇいでん えんぴつ　ロケット 　

77 川口 鳩ケ谷 3 下郡山　大空 しもこおりやま　そら 地下のみんなの世界 　

78 蕨 西 3 田中　優成 たなか　ゆうせい
蕨から未来へうちゅうに

GO!
　

79 新座 野寺 3 板橋　湊仁 いたばし　みなと 夜空の電車車庫 　

80 戸田 戸田東 3 永洞　偉智 ながほら　いち パレード列車 　
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81 川口 慈林 3 佐藤　由萌 さとう　ゆめ 花火の音楽会だ！ 　

82 川口 慈林 4 伊東　治真 いとう　はるま 大迫力の映画館 ○

83 川口 原町 4 神山　和也 かみやま　かずや 土手からのけしき ○

84 戸田 美女木 4 常　晧云 じょう　こううん 未完成での未知の木 　

85 草加 西町 4 佐藤　和己 さとう　わこ １００年に一度生える木 　

86 和光 第五 4 皆藤　壬之介 かいとう　じんのすけ にじいろの木 　

87 朝霞 朝霞第六 4 根岸　健征 ねぎし　けんせい １００年生き続けた木 　
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88 新座 池田 4 西岡　泉胤 にしおか　いつき オバケが山に帰っていく 　

89 志木 宗岡第四 4 佐藤　要 さとう　かなめ 富士山大噴火 　

90 蕨 中央 4 庄野　来春 しょうの　くるは
ようやく見つけた！まごこ

ろの木
　

91 志木 志木第二 4 伊藤　彩結 いとう　あゆ はちのスライダー 　

92 志木 志木第三 4 尾﨑　凜太朗 おざき　りんたろう 指石山 　

93 志木 志木第三 4 髙梨　愛音 たかなし　めね 青いつるの木 　

94 草加 松原 4 喜友名　芭生 きゆうな　はお
草加のへのへのもへじ山花

火大会
　

95 朝霞 朝霞第七 4 福澤　志保 ふくざわ　しほ 光るにじのサクラ 　

96 蕨 北 4 王　婉晨 おう　えんしん
火山がふん火したのにコン

ビニ
　

97 川口 戸塚東 4 田中　律 たなか　りつ 光の道 　

98 川口 鳩ヶ谷 4 堂本　月菜 どうもと　つきな ようかいの遊び場 　

99 川口 戸塚南 4 髙柳　漣斗 たかやなぎ　れんと
家族と一緒に長瀞ライン下

り
　

100 新座 八石 4 原田　優輝 はらだ　ゆうき おじぞう山 　

101 新座 西堀 4 加藤　茉優那 かとう　まゆな 空にうかぶ山 　

102 朝霞 朝霞第四 4 髙山　莉奈子 たかやま　りなこ モコモコパーク 　

103 川口 青木北 4 倉田　奈乃羽 くらた　なのは 月 　

104 戸田 笹目 4 日下部　明星 くさかべ　あかり 世界で一つの木 　

105 蕨 北 4 小泉　渚紗 こいずみ　なぎさ ぐるグミ山 　

106 新座 第四 4 橋本　優月 はしもと　ゆづき 不思議な虹の木 　

107 川口 本町 4 飯田　悠月 いいだ　ゆづき 夜にさく花 　
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108 新座 片山 4 松岡　美和 まつおか　みわ 光の中の木 　

109 戸田 新曽北 5 井上　千尋 いのうえ　ちひろ 「理想」を奏でて ○

110 新座 野寺 5 國吉　胡桃 くによし　くるみ 秋の入り口 ○

111 戸田 戸田第一 5 井手　美来 いで　みく 街を照らす花火 　

112 草加 高砂 5 長村　柚花 おさむら　ゆずか 夕日に照らされて 　

113 草加 瀬崎 5 中島　美晴 なかじま　みはる 海の中のフシギな図書館 　

114 蕨 中央東 5 平井　花歩 ひらい　かほ 未来の埼玉星 　

115 戸田 美女木 5 萩原　由衣 はぎわら　ゆい
思いがつながっている空の

町
　

116 草加 西町 5 玉井　玲 たまい　れい 矢立橋 　

117 志木 宗岡第二 5 和智　佑真 わち　ゆうま 海町 　

118 川口 根岸 5 堀口　未嵐 ほりぐち　みらん あすへはばたく 　

119 草加 栄 5 一瀬　芽生 いちのせ　めい
何百年も私たちのことを見

守る松並木
　

120 草加 松原 5 和知　愛莉 わち　あいり 美しい空と松並木 　

121 川口 鳩ケ谷 5 須沢　凛空 すざわ　りんあ 新しい氷川神社 　

122 新座 野寺 5 清水　麻帆 しみず　まほ 光る空　泳ぐ鯉 　

123 川口 在家 5 北原　結香 きたはら　ゆいか 在家小からの町の景色 　

124 川口 柳崎 5 神原　稜太 かんばら　りょうた 山林の中で魚釣り 　

125 朝霞 朝霞第二 5 胡口　陽佳 こぐち　はるか
空の上、宙の上、宇宙の上

へとはるかかなた
　

126 朝霞 朝霞第二 5 前田　海渡 まえだ　かいと いじゅう 　

127 新座 大和田 5 山本　紗楽 やまもと　さら グラデーションの町 　
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128 戸田 新曽北 5 萬屋　隆太朗 まんや　りゅうたろう
くじらのきらきら星（せ

い）
　

129 新座 池田 5 山内　颯太 やまうち　そうた 町が空へいったなら 　

130 新座 池田 5 鹿野　雄星 しかの　ゆうせい 海の星 　

131 戸田 新曽北 5 阿部　遙歩 あべ　はると 何でもありすぎてこまる街 　

132 朝霞 朝霞第五 5 宗形　勇吾 むなかた　ゆうご 川越の名物大集合 　

133 朝霞 朝霞第六 5 北澤　実希子 きたざわ　みきこ たきの根 　

134 新座 栄 5 古澤　美胡 ふるさわ　みこ 妙音沢への自然の多い道 　

135 朝霞 朝霞第八 5 西村　智沙 にしむら　ちさ 大好きな日高の祖父の家 　

136 朝霞 朝霞第二 6 佐藤　柚月 さとう　ゆづき 得意なとび箱 ○

137 草加 西町 6 奥田　理埜 おくだ　りの ドキドキ図書館 ○

138 川口 戸塚 6 勝間　涼羽 かつま　すずは 学年園の通り道 　

139 草加 川柳 6 宇賀神　茜里 うがじん　あかり 水の町 　

140 蕨 塚越 6 竇　梓軒 とう　しんけん いつもとちがう感じ 　

141 草加 新田 6 手塚　心望 てづか　みも
松並木

　

142 川口 安行 6 石井　茜里 いしい　あかり
にぎやかな下駄箱

　

143 戸田 喜沢 6 萩原　希芦花 はぎわら　きらか
ゆめの校庭

　

144 草加 瀬崎 6 北端　花風 きたばた　かふう
ふるさとの町

　

145 川口 青木中央 6 清水　愛華 しみず　あいか

金管バンドーお世話になっ

た楽器庫ー 　

146 川口 安行 6 村上　璃珠 むらかみ　りず
職員玄関

　

147 戸田 笹目 6 牧野　有希 まきの　ゆき
遠くのレトロを見つめて
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148 川口 鳩ケ谷 6 田中　碧 たなか　あおい

見下ろす街　見上げる空

見通す先　未来構想 　

149 朝霞 朝霞第四 6 本田　紗耶音 ほんだ　さやね
帰り道

　

150 朝霞 朝霞第八 6 新井　智葉 あらい　ちよ
正門

　

151 川口 鳩ケ谷 6 髙橋　芽衣 たかはし　めい
未来の鳩ヶ谷小学校

　

152 新座 野火止 6 佐藤　蒼大 さとう　そうた
図書室

　

153 川口 飯塚 6 福田　紗千 ふくだ　さち
一番、使った下駄箱

　

154 川口 在家 6 末松　和奏 すえまつ　わかな

数分後、ここで放送が始ま

る。 　

155 草加 氷川 6 冨樫　沙和 とがし　さわ
鳥と私の好きなもの

　

156 新座 第四 6 三枝　優月 さえぐさ　ゆづき
思い出あふれる校舎

　

157 新座 野寺 6 並木　琉莉 なみき　るり
思い出の席から見た景色

　

158 蕨 北 6 齊藤　未季 さいとう　みき
おもいでのげたばこ

　

159 朝霞 朝霞第六 6 山下　治己 やました　はるき
六小「五月」

　

160 朝霞 朝霞第八 6 岩﨑　ももか いわさき　ももか
１日の始まり

　

161 川口 青木中央 6 齋田　青輝 さいた　はるき
七月の終わり

　

162 蕨 中央東 6 大西　爽太 おおにし　そうた

ビックリ大きなきょうりゅ

うだ 　



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 桶川 1 長谷川　喜人 はせがわ　よしと はしるとり

2 鴻巣 下忍 1 三上　季穂 みかみ　きほ ロボットとわたし ○

3 上尾 芝川 1 野村　瑠偉 のむら　るい おれはかまきりだ！

4 上尾 平方東 1 日野　暁喜 ひの　あき バッタくんあ・そ・ぼ

5 鴻巣 赤見台第一 1 諸永　悠正 もろなが　ゆうせい ゴールしたよ！

6 上尾 大石 1 丸勢　唯翔 まるせ　ゆいと
ぼくのまちはみんなともだ

ち

7 鴻巣 田間宮 1 沼田　一花 ぬまた　ひな おおきいとり

8 伊奈 小室 1 岡田　惇希 おかだ　じゅんき
もりのなかにいるこんちゅ

う

9 鴻巣 小谷 1 平賀　大翔 ひらが　そら かめのみずあそび

10 上尾 今泉 1 坂上　裕音 さかうえ　ゆうと
そらとぶとりにのってえん

そく

11 桶川 日出谷 2 北村　知千 きたむら　ちせ みらいの町

12 伊奈 小室 2 小関　稜久 こせき　りく
カワウソと水あそびをした

よ
○

13 鴻巣 吹上 2 山本　爽介 やまもと　そうすけ 大きいサメがおよいでる

14 桶川 桶川 2 伊藤　弘樹 いとう　ひろき かにの　おたんじょう日

15 上尾 平方 2 矢島　朝陽 やじま　あさひ プードルとおさん歩だ。

16 伊奈 小針 2 戸井田　湊一郎 といだ　そういちろう
オニヤンマといっしょに空

へ。

17 桶川 桶川 2 高橋　蓮斗 たかはし　れんと かたつむりの行進

18 伊奈 小針北 2 上杉　美月 うえすぎ　みづき なかよくなったザリガニ

19 伊奈 小室 2 鷺山　佳太 さぎやま　けいた にわとりと人

20 上尾 中央 2 増山　幸亮 ますやま　こうすけ
大きくなったピーマンたの

しいね

令和４年度　第５７回「郷土を描く児童生徒美術展」

知事賞・特選名簿

地区名



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

令和４年度　第５７回「郷土を描く児童生徒美術展」

知事賞・特選名簿

地区名

21 北本 北 3 長島　妃南 ながしま　ひな 海の世界に行ったよ

22 鴻巣 屈巣 3 丸山　颯介 まるやま　そうすけ 大きな鳥と遊ぶ ○

23 桶川 朝日 3 加藤　陽太 かとう　るた
レインボードラゴンのせん

水

24 鴻巣 田間宮 3 飯野　倖多 いいの　こうた
ロボットと5人の子どもせ

んし

25 上尾 原市 3 足立　壮宇 あだち　そう
カラフルガエルがびょーん

とはねる

26 鴻巣 赤見台第一 3 藤倉　涼羽 ふじくら　すずは うちゅうにいるへびさん

27 鴻巣 下忍 3 高間　理緒 たかま　りお
ねずみもびっくりにじ色ラ

ンド

28 桶川 桶川東 3 大坂　唯翔 おおさか　ゆいと
海を泳いていたらいろんな

形のヘラブナにそうぐう！

29 桶川　 朝日 3 井原　実桜里 いはら　みおり
巨大バスケットで宇宙大ぼ

うけん！！

30 上尾 東町 3 藤野　朱 ふじの　あかり
空にとんでいるエゾモモン

ガ

31 上尾 東町 4 永井　七海 ながい　ななみ 三兄弟の仲良しカマキリ

32 上尾 中央 4 山田　ことみ やまだ　ことみ
まがまがしいぜったいに登

れない山
○

33 上尾 鴨川 4 鴻池　美智 こうのいけ　みち 動物がいっぱいくる木

34 上尾 上尾 4 千葉　詩夕 ちば　しゆ 風山

35 上尾 平方 4 植田　裕絆 うえだ　ひろき
子どもをまもっているおや

ねこ

36 桶川 桶川東 4 千阪　美遥 ちさか　みはる 森の中の中心

37 鴻巣 吹上 4 森　瑞稀 もり　みずき 未来の遊園地山

38 上尾 東町 4 三ツ木　陽菜 みつぎ　ひな さきほこる花

39 上尾 原市 4 岩瀨　梓穂 いわせ　あずほ
鳥もちょうもカラフルラン

ド

40 上尾 中央 4 DO　TU　UYEN どう　とお　えん
空は、カラフル、山もカラ

フル



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

令和４年度　第５７回「郷土を描く児童生徒美術展」

知事賞・特選名簿

地区名

41 伊奈 小針北 5 渡邊　彩乃 わたなべ　あやの 海底都市 ○

42 上尾 今泉 5 飯島　綾音 いいじま　あやね
未来になっても自然がある

町

43 上尾 上平 5 小椋　糸 おぐら　いと やみにさまようワニ

44 鴻巣 松原 5 辻　颯太 つじ　そうた 化石町

45 上尾 東町 5 武藤　凜 むとう　りん カラフルな木の町

46 伊奈 小針北 5 齋藤　彩乃 さいとう　あやの 森のおくの不思木村

47 上尾 東町 5 武藤　蘭 むとう　らん 不思議な宇宙異世界

48 桶川 桶川東 5 七尾　美羽 ななお　みわ べに花の親子

49 鴻巣 鴻巣中央 5 清水　心愛 しみず　ここな 好きな道のわかれ道

50 鴻巣 馬室 5 関口　海璃 せきぐち　かいり
海の貝がらハウスパラダイ

ス

51 鴻巣 小谷 6 小林　大輝 こばやし　だいき 伝説のクラーケン ○

52 鴻巣 馬室 6 金子　愛果 かねこ　あいか 海のフェスティバル

53 鴻巣 常光 6 大西　彩音 おおにし　あやね 太陽と地球の出会い

54 鴻巣 鴻巣南 6 増澤　諒子 ますざわ　りょうこ 夜空

55 伊奈 小針北 6 日比野　由依 ひびの　ゆい
ようこそ！水中エッフェル

塔へ

56 伊奈 小針 6 佐藤　実礼 さとう　みれい
お世話になったしょうこう

ぐち

57 桶川 日出谷 6 板橋　実々 いたばし　みみ 私の頭へＧｏ！

58 上尾 大石北 6 長谷川　湊 はせがわ　みなと
最強きゅうり ばりばり食べ

ちゃうぞ

59 上尾 大石北 6 松崎　未悠 まつざき　みゆ 憧れの宇宙

60 鴻巣 鴻巣東 6 伊田　健太朗 いだ　けんたろう ジャガイモほり



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 所沢 東所沢 1 飯田　野戸 いいだ　のと ころころのいきもの

2 川越 高階西 1 鷲見　千花 わしみ　ちか
みんなでたのしいおとまり

かい

3 入間 新久 1 及川　空 おいかわ　そら むしおうこく

4 川越 高階北 1 早見　心湊 はやみ　みなと
うたごえのもりで　むしと

あそんだよ

5 川越 南古谷 1 徳田　希歩 とくた　きほ
ざりがにと　たんけんに

いったよ

6 川越 霞ヶ関北 1 小川　結愛 おがわ　ゆい
むしバーベキューじょうで

みんなとバーベキュー

7 日高 高萩 1 飯野　公裕 いいの　きみひろ たのしい　むしの　せかい

8 鶴ヶ島 杉下 1 羽賀　陽亮 はが　ようすけ バッタと一緒にピョン！

9 鶴ヶ島 栄 1 - - むしランド

10 鶴ヶ島 藤 1 橋本　湊音 はしもと　みなと
みらいのつるがしま　アサ

ガオこうえん

11 坂戸 城山 1 山﨑　つかさ やまざき　つかさ
カマキリがすべりだいに

なったよ
○

12 ふじみ野 亀久保 1 平手　杏佳 ひらて　ももか
だんご虫となかよくぼうけ

んしよう

13 坂戸 三芳野 1 浅野　柚乃 あさの　ゆの あさがおのこうえん

14 ふじみ野 西 1 宮下　晃輔 みやした　こうすけ こおろぎのおんがくかい ○

15 ふじみ野 福岡 1 田中　心晴 たなか　こはる かまきりのこうえん

16 坂戸 千代田 1 氏家　慎 うじいえ　しん はじめてのプール

17 狭山 富士見 2 富山　将匡 とみやま　まさおみ
とうもろこしロケット　が

んばりをのせてゴー！

18 富士見 鶴瀬 2 本田　晴 ほんだ　はる
とらと　じぶんと　ともだ

ちと

19 入間 東町 2 赤坂　衣千果 あかさか　いちか
にんじんのせかいと　にん

じんのくるま

20 飯能 飯能第二 2 - - うちゅうたんけん

令和４年度　第５７回「郷土を描く児童生徒美術展」

知事賞・特選名簿

地区名



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

令和４年度　第５７回「郷土を描く児童生徒美術展」

知事賞・特選名簿

地区名

21 飯能 精明 2 大野　陽翔 おおの　はると おさかなぼうえいたい

22 所沢 富岡 2 上﨑　蒼斗 かみさき　あおと
タカアシガニたちとポーズ

でしゃしん
○

23 川越 新宿 2 林　千晃 はやし　ちあき きりんにえさをあげたよ

24 所沢 北秋津 2 佐々木　　星 ささき　りゅうせい
とうもろこし　いっしょう

なくならない　ぼくじょう
○

25 川越 山田 2 橋出　大駕 はしで　たいが
ザリガニとにじいろのまち

へ　レッツゴー

26 川越 南古谷 2 長谷川　舜也 はせがわ　しゅんや
いろいろな色のバッタとあ

そんだよ

27 鶴ヶ島 杉下 2 髙柳　弦希 たかやなぎ　げんき
パオパオとスプラッシュ、

気もちいいな！

28 鶴ヶ島 藤 2 松田　羚 まつだ　れい
藤小の畑からとび出した

ピーマンの星

29 毛呂山 川角 2 友成　旭 ともなり　あさひ
ライオンがすきな子どもた

ち

30 狭山 水富 2 三神　優衣 みかみ　ゆい
ミニトマトの花のトランポ

リン

31 坂戸 片柳 2 中川　花 なかがわ　はな トマトぶね

32 坂戸 千代田 2 淵上　陽葵 ふちがみ　ひまり
こペンギンが大きいペンギ

ンですべっているよ

33 所沢 安松 3 牧野　悠生 まきの　ゆうせい ふしぎな地球と宇宙

34 入間 狭山 3 伊藤　叶羽 いとう　かなう
ジンベイザメのせんすいか

ん

35 飯能 加治 3 花房　雷行 はなふさ　らいあん バナナのヘリコプター ○

36 川越 川越第一 3 関谷　遙馬 せきや　はるま
だしがういている　ロボッ

ト　川越まつり
○

37 川越 霞ヶ関西 3 相川　柑菜 あいかわ　かんな おかしの世界

38 川越 高階南 3 鈴木　結子 すずき　ゆいこ みんなおいでよ　春の川越

39 川越 武蔵野 3 村上　祐貴 むらかみ　ゆうき ２０年後の未来の川越

40 川越 福原 3 関口　結楽 せきぐち　ゆら
かぶと　さつまいもと　と

きのかねぶね



入間 学校種 小学校
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41 川越 大東西 3 持木　朱理 もちぎ　あかり
水の中で　楽しくおとまり

会

42 川越 福原 3 紺野　里奈 こんの　りな
じけんがおきやすい　さつ

まいも家ぞく

43 坂戸 坂戸 3 平林　直 ひらばやし　なお
未来のサッカー大会がんば

れ日本

44 川越 霞ヶ関 3 石川　凱理 いしかわ　かいり
にぎやかなへいわな　ぶど

うのくに

45 毛呂山 泉野 3 竹内　桐乃 たけうち　きりの
ぼうしの乗り物に乗って出

発！

46 坂戸 大家 3 柴田　賢悟 しばた　けんご うったライナーとつげき

47 坂戸 勝呂 3 内藤　心那 ないとう　ここな にじ色の海の世界

48 三芳 藤久保 3 池田　真翔 いけだ　まさと いつも楽しい学校

49 川越 芳野 4 松岡　和奏 まつおか　わかな あかるい木

50 狭山 新狭山 4 中山　結蘭 なかやま　ゆら ふしぎな動物の世界

51 川越 高階 4 本間　龍月 ほんま　たつき 緑の新がし駅アスレチック

52 川越 南古谷 4 小林　栄斗 こばやし　えいと へちま駅

53 川越 高階北 4 中川　大悟 なかがわ　だいご 未来の川越・本丸 ○

54 坂戸 千代田 4 横溝　友菜 よこみぞ　ゆな
こっそりおさるがバナナを

見てるよ

55 鶴ヶ島 杉下 4 髙橋　琴 たかはし　こと 木の公園

56 所沢 牛沼 4 秋山　泰毅 あきやま　たいき 空飛ぶにじ色山 ○

57 坂戸 坂戸 4 新井　遥香 あらい　はるか
カラフルな木で遊ぶ子ども

たち

58 飯能 精明 4 川野　一歩 かわの　かずほ へんてこカラフル山

59 飯能 加治東 4 田場　真意愛 たば　まいあ 星のホテルで！

60 川越 寺尾 4 吉田　充希 よしだ　みつき もうすぐ秋が始まる。
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61 所沢 南 4 折尾　哉都 おりお　かなと 深海山

62 所沢 上新井 4 藤田　瑠椛 ふじた　るか
所沢市の夢の国☆未来の

『ドリーム　マウンテン』

63 所沢 上新井 4 野畑　慎一朗 のばた　しんいちろう

上新井小学校にとつぜんあ

らわれた　現実とゆめのい

せかい遊園地

64 所沢 安松 4 天川　竜 あまがわ　りゅう イルカの木

65 入間 金子 5 森田　悠那 もりた　ゆうな 夜明けを告げる

66 入間 高倉 5 難波　泰生 なんば　たいせい Ｓｔａｒ　ｃｉｔｙ

67 川越 古谷 5 髙野　航成 たかの　こうせい 月面都市・川越

68 所沢 牛沼 5 本𣘺　倫夫 もとはし　みちお 自然と文明

69 川越 新宿 5 髙木　誠人 たかぎ　まこと かがやく未来

70 所沢 若松 5 田中　康太郎 たなか　こうたろう 春の東川

71 川越 高階北 5 榊原　音々 さかきばら　ねね かがやく氷川神社

72 所沢 北秋津 5 岡本　愛梨 おかもと　あいり
空飛ぶにじ色　夢の西武園

ゆうえんち

73 三芳 藤久保 5 村山　彩葉 むらやま　いろは 土の中の色色な町 ○

74 鶴ヶ島 鶴ヶ島第一 5 馬場野　心美 ばばの　ここみ 生き物と共存の町

75 越生 越生 5 渡邊　裕生 わたなべ　ゆう たいこの打ちあい

76 坂戸 千代田 5 永山　奏斗 ながやま　かなと 今から未来へとんでいけ！

77 坂戸 勝呂 5 髙島　すみれ たかしま　すみれ 自然がいっぱい住吉神社

78 ふじみ野 三角 5 遠藤　咲良 えんどう　さら
一度しかあえないようせい

の国

79 坂戸 浅羽野 5 茂木　諒 もてぎ　りょう 食べ放題の街

80 坂戸 南 5 畠山　瑛奈 はたけやま　えな 水没した海の町
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81 川越 高階 6 佐藤　美空 さとう　みく 鳥居のキオク

82 鶴ヶ島 栄 6 鯉沼　史花 こいぬま　ふみか
２０４０年　鶴ヶ島上空写

真

83 川越 南古谷 6 岡田　桃奈 おかだ　ももな かなでる

84 川越 霞ヶ関北 6 小笠原　百合香 おがさわら　ゆりか 学校の始まりの下駄箱

85 川越 牛子 6 秋山　綾祢 あきやま　あやね 夏、最後の打ち上げ花火

86 所沢 三ケ島 6 石山　明南 いしやま　ひなの 思い出の下た箱

87 坂戸 坂戸 6 小出　咲那 こいで　さな
わたしのお気に入り～静か

な図書館～

88 坂戸 千代田 6 東海林　蒼葉 しょうじ　あおば
初めてリコーダーを吹いた

場所

89 ふじみ野 大井 6 矢島　美蘭 やじま　みらん 私の落ちつく場所

90 所沢 安松 6 須藤　由愛 すとう　ゆら 安松神社の鳥居

91 入間 東金子 6 - - お気にいりの景色

92 ふじみ野 さぎの森 6 今野　日菜多 こんの　ひなた めくって　のぞいて

93 川越 霞ヶ関東 6 - - ブランコから見える校舎

94 所沢 荒幡 6 堀　悠馬 ほり　ゆうま 今日のスタートライン ○

95 所沢 安松 6 小林　可奈 こばやし　かな 初夏の社

96 所沢 荒幡 6 濱辺　葵衣 はまべ　あおい 私が届ける給食アナウンス



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 東第二 1 高野　晃太郎 たかの　こうたろう
わくわくたのしいゆうえん

ち
○

2 吉見 西が丘 1 桜沢　莉依紗 さくらざわ　りいさ　
よしみまちにうさぎがでて

きた
○

3 ときがわ 玉川 1 池永　葵生 いけなが　あおい
バッタ、きりぎりすのまち

であそぶ

4 嵐山 七郷 1 田倉　そよか たくら　そよか いろんなこおろぎ

5 東松山 唐子 2 中村　柚月 なかむら　ゆづき
トウモロコシがぬすまれ

た！
○

6 東松山 新宿 2 厚川　晴翔 あつかわ　はると　
ちょうでかホワイトタイ

ガー

7 小川 みどりが丘 2 関根　岳白 せきね　がく
線からでてくる生きものた

ち

8 鳩山 鳩山 2 市川　珠桜奈 いちかわ　みおな　 ペンギンあいいろ

9 東松山 新明 3 加藤　純一郎 かとう　じゅんいちろう ねぎねぎランド ○

10 吉見 西 3 新巻　未那 あらまき　みな 動くふでばこゆうえんち ○

11 小川 小川 3 髙𣘺　みのり たかはし　みのり 星の広がる虹色遊園地

12 東松山 新宿 3 髙橋　夕陽 たかはし　ゆうひ
大きくてかっこいいぼくた

ちの車

13 小川 みどりが丘 4 網谷　咲花 あみたに　はな ファンシー山 ○

14 滑川 月の輪 4 五十嵐　琉翔 いがらし　るいと 異世界山

15 東松山 松山第二 4 小笠原　真愛 おがさわら　まな 光をさした夜の木

16 東松山 唐子 4 長谷部　花 はせべ　はな
けいと山のけいとんたちと

人間の物語

17 東松山 青鳥 5 神嶋　梨亜 かみしま　りあ 森の中のこびとの町 ○

18 小川 小川 5 新井　茉由留 あらい　まゆる 歩きなれた通学路

19 東松山 新明 5 津久井　琉之介 つくい　りゅうのすけ この町のシンボル

20 小川 小川 6 上　菜々子 かみ　ななこ 太陽の輝き ○

21 川島 伊草 6 笛木　空司郎 ふえき　そらじろう
受け継がれる233年のしょ

う油への思い
○

22 小川 大河 6 木村　健 きむら　たける はなやかな階段と友達

23 嵐山 菅谷 6 金子　駿平 かねこ　しゅんぺい
2030年オオムラサキ号「光

列車」
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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 大田 1 永田　健悟 ながた　けんご 初めて虫をつかまえたよ

2 長瀞 長瀞第二 1 佐々城　陽真 ささき　はるま
かまきりにのってあそんだ

よ
○

3 秩父 原谷 1 小宅　怜旺奈 おやけ　れおな 大きくてつよそうだ

4 秩父 荒川西 2 町田　駿斗 まちだ　しゅんと
ブロッコリーひろばに

大しゅうごう
○

5 秩父 高篠 2 室田　美緒 むろだ　みお だんごむしさんとおさんぽ

6 横瀬 横瀬 2 新井　朔空 あらい　さく
大きなカメにのぼって

ぼうけんだ

7 小鹿野 三田川 3 今井　柑希 いまい　ゆずき
こんな未来の町があったら

いいな～雲の家～

8 秩父 花の木 3 田嶋　拓翔 たじま　ひろと
ワッショイ！ぼくらの

秩父夜祭
○

9 横瀬 横瀬 3 中村　悠良 なかむら　ゆら りんごの車でレッツゴー

10 秩父 影森 4 浅見　莞大 あざみ　かんた ちちぶのでんとう秩父夜祭

11 秩父 原谷 4 坂井　花菜 さかい　はな へちまの世界でドライブ

12 秩父 西 4 黒澤　優奈 くろさわ　ゆな
楽しいいっぱいヘチマパー

ク

13 皆野 国神 5 設樂　恵菜 したら　えな
田植えは大変

もうあきちゃった
○

14 横瀬 横瀬 5 浅賀　凜 あさか　りん 棚田の景色

15 小鹿野 小鹿野 5 増田　桃華 ますだ　もか とざい、とぉーざい

16 小鹿野 小鹿野 6 鎗田　成貴 やりた　なるき 帰るときの空の色 ○

17 秩父 西 6 新井　望玲 あらい　みれい　 にぎやかな番場通り！

18 皆野 皆野 6 荻原　虎優 おぎわら　こう 体育の木
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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 神川 青柳 1 土肥　いちか どひ　いちか ひまわりのまち ○

2 本庄 北泉 1 秋澤　美月 あきざわ　みづき
にじのかかるあさがおラン

ド

3 本庄 金屋 1 花里　ナナ はなざと　なな あきのおんぶバッタ

4 上里 神保原 2 岩田　鞠子 いわた　まりこ コサギとタガメの秋 ○

5 上里 長幡 2 ホッタアーサー　ヒデキ ほったあーさー　ひでき ちょうの王国

6 本庄 本庄南 2 菅野　すみれ かんの　すみれ もぐるきょうそうをしよう

7 本庄 本庄西 3 花城　めい はなしろ　めい ふしぎなまほうの木

8 上里 賀美 3 桜井　小春 さくらい　こはる
トンボにのってサルビア畑

にゴー
○

9 本庄 旭 3 石川　はるひ いしかわ　はるひ トンボと旅行へ

10 本庄 藤田 4 飯塚　心愛 いいづか　ここな 校舎と木 ○

11 本庄 本庄南 4 久米　隼杜 くめ　はやと カラフルなシンボルツリー ○

12 神川 渡瀬 4 田中　もも たなか　もも
こわくて楽しいフォレスト

アドベンチャー

13 神川 神泉 5 岡﨑　有真 おかざき　ゆうま 思い出のロッカー ○

14 上里 上里東 5 髙橋　明莉 たかはし　あかり 未来の上里町 ○

15 神川 丹荘 5 清水　敬太 しみず　けいた 梨狩り体験

16 本庄 本庄東 6 住田　夏美 すみだ　なつみ
チアと自分だけの静かな空

間
○

17 美里 大沢 6 上田　朱莉 うえだ　あかり
猪俣の伝統と歴史を語る背

中
○

18 本庄 児玉 6 神部　華乃 かんべ　はなの
階段から見えるろうかの風

景
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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 佐谷田 1 角田　泰地 つのだ　たいち
オニヤンマととびっきり大

ジャンプ

2 熊谷 玉井 1 鯨井　結心 くじらい　ゆい もっとあそぼう ○

3 熊谷 久下 1 江原　穂乃果 えはら　ほのか よるのはなびと　とんぼ

4 熊谷 三尻 1 浦　友介 うら　ゆうすけ
ちいさくなってあめのなかの

むしのせかいへレッツゴー

5 深谷 川本北 1 原　莉衣咲 はら　りいさ かまきりのゆうえんち ○

6 深谷 藤沢 1 深津　蒼太 ふかつ　そうた
むしむしランド　むしに

のってゴーゴー

7 熊谷 石原 2 伊藤　茉奈 いとう　まな ザリガニ公園 ○

8 熊谷 籠原 2 鈴木　愛菜 すずき　あいな
ザリガニじゃぶじゃぶ楽し

いな

9 熊谷 長井 2 金子　楓笑 かねこ　ふわ パプリカのおうち

10 深谷 明戸 2 坂田　瑛祐 さかた　えいすけ
ザリガニさんのせなかです

べりだい

11 深谷 桜ヶ丘 2 齋藤　奈那 さいとう　なな
大きなみこし、わぁ。かっ

こいい。

12 深谷 花園 2 中島　穂乃佳 なかじま　ほのか
うしさんいっぱい　たのし

いね

13 深谷 川本南 2 今泉　紗良 いまいずみ　さら むしとじゆうのせかい

14 寄居 用土 2 押田　拓也 おしだ　たくや なかよしな　牛 ○

15 熊谷 熊谷西 3 篠原　希唯 しのはら　きい ヒマワリの上は楽しいな

16 熊谷 石原 3 江黒　麻耶 えぐろ　まや コスモスのさわやかな世界

17 熊谷 別府 3 戸張　葵 とばり　あおい
飛行機型の旅行船で石器時

代へタイムスリップ！

18 熊谷 桜木 3 榎本　京悟 えのもと　けいご すを作る　ムサシトミヨ ○

19 深谷 八基 3 荒川　結愛 あらかわ　ゆま カイコランド

20 深谷 本郷 3 須藤　えま すとう　えま
とってもとってもうれしい

な　幻の小牛がうまれたよ
○
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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
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21 熊谷 石原 4 星　結菜 ほし　ゆいな
動物たちも仲間だよ、ツ

リーハウス！

22 熊谷 大麻生 4 谷田　祥一朗 たにだ　しょういちろう ヒョウタンの湖

23 熊谷 三尻 4 森田　惺南 もりた　せな
大きな大きな太平洋セメン

ト

24 深谷 岡部 4 髙橋　志帆 たかはし　しほ 輝く後ろ姿 ○

25 深谷 榛沢 4 青木　文弥 あおき　ふみや
思わず「キャー」ヘチマ

ゴーストだ

26 寄居 男衾 4 江原　咲苗 えはら　さえ ヘチマのアスレチック

27 熊谷 成田 5 丸田　慶 まるた　けい
緑あふれるじまんのラグ

ビー場

28 熊谷 佐谷田 5 野元　柚那 のもと　ゆな
わたしたちを見守る立派な

神社
○

29 熊谷 吉岡 5 松葉　悠奈 まつば　ゆうな 鉄ぼうからの景色

30 熊谷 秦 5 尾髙　貴代 おだか　たかよ 大好きな秦小学校

31 深谷 常盤 5 岡添　愛華 おかぞえ　まなか みどりにつつまれた二層楼

32 深谷 上柴西 5 岡　莉央 おか　りお 特別な深谷駅

33 深谷 豊里 5 川田　美羽 かわた　みう
おいしいお米を届けるカン

トリーエレベーター

34 寄居 男衾 5 白川　灯莉 しらかわ　あかり わたし達の小学校 ○

35 熊谷 熊谷東 6 長嶋　実愛 ながしま　みあい 歴史のある高城神社

36 熊谷 籠原 6 井上　優華 いのうえ　ゆうか
カーテンたなびく　いつも

の教室
○

37 熊谷 熊谷南 6 板谷　つかさ いただに　つかさ 上から見たげた箱

38 熊谷 吉岡 6 森川　あかね もりかわ　あかね 緑豊かな地域の居場所

39 深谷 幡羅 6 萬　なのは よろず　なのは 自然あふれる国済寺 ○

40 深谷 深谷 6 田中　良侑 たなか　りょう レンガが映える　深谷駅



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
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41 深谷 深谷西 6 帳　嫣然 ちょう　えんぜん 次元を超えて

42 深谷 上柴東 6 江原　未華 えはら　みか 休み時間の私の停留所



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 行田 南 1 小堺　凛音 こさかい　りお
むしさんとそらでランチタ

イム

2 羽生 岩瀬 1 石川　蒼翔 いしかわ　あおと あさがおかんらんしゃ ○

3 加須 元和 1 井上　涼音 いのうえ　りおん みんなであそんでいるよ

4 加須 加須 1 山本　夕姫 やまもと　ゆき みんなとむしであそんだよ

5 加須 大利根東 1 荻野　心希 おぎの　みき
みんなたのしいバッタのト

ランポリン

6 加須 鴻茎 2 岡部　琥太朗 おかべ　こたろう
くじゃくさんといっしょに

あそんだよ
○

7 羽生 羽生北 2 永森　あかり ながもり　あかり
おやさいロケットでうちゅ

うへ出ぱつ！

8 行田 太田西 2 長谷部　怜南 はせべ　れな　 大きいはねのクジャク

9 加須 礼羽 2 小林　歩夢 こばやし　あゆむ ザリガニ公園

10 加須 三俣 2 須藤　千智 すどう　ちさと
ミニトマトのジャングルで

キャンプをしたよ

11 加須 加須 3 遠藤　伸之介 えんどう　しんのすけ
こいのぼりといっしょに遊

ぼう
○

12 加須 志多見 3 福島　凪紗 ふくしま　なぎさ ふしぎなひまわりランド

13 羽生 村君 3 甲斐　真大 かい　まひろ お魚さんがかくれんぼ

14 行田 下忍 3 根岸　大輝 ねぎし　だいき
ホウセンカのたねがとれた

ぞ！

15 加須 大桑 4 野𠩤　夏帆 のはら　かほ 街の光とヘチマンション

16 羽生 三田ヶ谷 4 儘田　龍征 ままだ　りゅうせい 自然いっぱいひみつの公園 ○

17 行田　 桜ヶ丘 4 今井　晴太 いまい　せいた ヘチマ動物園に行こうよ

18 羽生 手子林 4 白石　篤 しらいし　とく 羽生・近未来

19 加須 水深 5 古島　悠成 ふるしま　ゆうせい
泳げこいのぼりスーパー

KAZO

20 行田　 太田西 5 渡邉　咲希 わたなべ　さき
開校記念パーティーをした

よ

21 加須 騎西 5 栁川　千花音 やながわ　ちかね 私の大好きな藤の花

22 行田 見沼 5 間々田　みのり ままだ　みのり
過去と未来をつなぐ秩父鉄

道

23 羽生 三田ヶ谷 5 戸ヶ﨑　玲斗 とがさき　れいと おじいちゃんのたから物
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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
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24 羽生 村君 6 佐久間　祐子 さくま　ゆうこ　 古墳に続く山門 ○

25 加須 騎西 6 白石　悠乃 しらいし　ゆうの 堂々たる姿

26 行田 南 6 田中　愛優奈 たなか　あゆな 明るい図書室

27 羽生 羽生北 6 岡田　莉奈 おかだ　りな 木々の中の図書館



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 蓮田 黒浜 1 倉田　はる くらた　はる
チョウのじょおうのパレー

ド
○

2 越谷 蒲生 1 小澤　美晴 こざわ　みはる たのしいあさがおワールド

3 春日部 武里西 1 クルー　ルエソ くるー　るえそ かまきりとそらのたび

4 春日部 緑 1 武島　凜 たけしま　りん ピヨタンと、はいチーズ！

5 春日部 豊野 1 重本　ちひろ しげもと　ちひろ

いってみたいなあ！！ちょ

うちょにのって、ぐるぐる

ランドへ！

6 春日部 内牧 1 阿曽　一新 あそ　いっしん

くわがたといっしょにとん

だよ　かまきりのあたまに

のってかまきりのポーズを

したよ

7 蓮田 黒浜 1 舘　怜奈 たち　れいな
ふしぎなちょうのくにへ

やってきたよ

8 蓮田 北 1 堀端　胡桃 ほりばた　くるみ
あさがおらんどであそんだ

よ

9 蓮田 黒浜南 1 渡邉　杏 わたなべ　あん
みんなでこうえんたのしい

な！

10 蓮田 中央 1 樋口　幸輝 ひぐち　こうき むしたちのパレード

11 越谷 大袋東 1 長谷　亮大 はせ　りょうた
カラフルなさかなとおよぎ

たいな

12 越谷 大沢北 1 角田　理洋 かくた　りよう あさがおこうえん

13 越谷 花田 1 染谷　依知佳 そめや　いちか
みんなでたのしくカラフル

ダンス

14 久喜 菖蒲東 1 小山　柚乃 こやま　ゆの むしさんとあそんだよ

15 久喜 菖蒲東 1 坂田　結椛 さかた　ゆいか むしとあそぼう

16 久喜 久喜北 1 日比野　珠実 ひびの　たまみ チャボとにじのおさんぽ

17 久喜 江面 1 小林　あい こばやし　あい
たのしいわくわくかまきり

らんど

18 久喜 栗橋南 1 後藤　幸咲 ごとう　さえみ アサガオとわたしたち

令和４年度　第５７回「郷土を描く児童生徒美術展」

知事賞・特選名簿

地区名
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19 久喜 東鷲宮 1 渡邉　航大 わたなべ　こうだい
あさがおのジェットコース

ター

20 白岡 篠津 1 真壁　未歩 まかべ　みほ
あさがおくうちゅうこうえ

ん

21 宮代 笠原 1 瀬戸　幸珠 せと　ゆきみ
がっこうのジャブいけに大

きなかにがやってきた

22 宮代 須賀 1 唐紙　柚香 からかみ　ゆずか
たのしいカブトムシランド

へようこそ！

23 三郷 瑞木 1 鐘ヶ江　陽向 かねがえ　ひなた
あさがおのせかいはたのし

いよ

24 三郷 彦郷 1 中村　茉里 なかむら　まり どろどろくんとゆめのくに

25 三郷 彦糸 1 小倉　晴 おぐら　はる ちょうとはな

26 三郷 丹後 1 飯尾　光里 いいお　ひかり わくわくゆうえんち

27 三郷 後谷 1 佐藤　優梨 さとう　ゆうり
たのしいぐるぐるどうぶつ

えん

28 春日部 幸松 2 村田　結菜 むらた　ゆうな かまきりさんとあそんだよ ○

29 吉川 美南 2 下山　晃穂 しもやま　あきほ
ミニトマトの町であそぶと

元気が出るよ

30 春日部 江戸川小中 2 髙山　紗蘭 たかやま　さら
みんなにぎやか。トマトハ

ウス

31 春日部 幸松 2 樋口　晃太 ひぐち　こうた ぼくたちのかまきりさん

32 春日部 上沖 2 茂木　優花 もぎ　ゆうか
きゅうりの上で～ジャーン

プ！

33 春日部 幸松 2 吉田　葵 よしだ　あおい
とんぼさんとおさんぽした

よ

34 蓮田 黒浜南 2 清野　星奈 きよの　せな
ないしょだよ！土の中のト

マト王国

35 蓮田 蓮田北 2 齊藤　栞 さいとう　しおり
みんなでたのしく、なすラ

ンド

36 越谷 明正 2 宮田　ここね みやた　ここね ザリガニと魚の水中楽園

37 越谷 明正 2 渡邉　羽結菜 わたなべ　はゆな ザリガニパークへようこそ

38 越谷 越ヶ谷 2 小俣　彩也菜 おまた　あやな 楽しいさつまいものくに
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39 越谷 千間台 2 森田　凪 もりた　なぎ 森のびっくりかまきり

40 越谷 千間台 2 伊藤　菫 いとう　すみれ てんとう虫とのぼうけん

41 越谷 大袋東 2 田中　実紗 たなか　みさ
ひよこといっしょ、びっく

りきゅうり

42 越谷 大沢北 2 杉江　ひなた すぎえ　ひなた わたしとトンボの虫ランド

43 久喜 栗橋南 2 板垣　好美 いたがき　このみ
なすとおうちとジェット

コースター

44 久喜 三箇 2 木村　結衣子 きむら　ゆいこ
ザリガニさんとふうせんわ

りたいけつ

45 久喜 久喜北 2 東川　咲希 ひがしかわ　さき
みんなであそぼうザリガニ

さん

46 吉川 美南 2 池田　莉子 いけだ　りこ
わたしの町のトマトランド

は楽しいよ！

47 吉川 美南 2 柴田　穂佳 しばた　ほのか
美南のミニトマト公園で

いっしょにかくれんぼをし

48 吉川 美南 2 太田　ひまり おおた　ひまり
ミニトマトのまちでいっ

しょにあそぼう

49 吉川 中曽根 2 髙岩　悠佳 たかいわ　はるか
レインボーパークであそぼ

う

50 三郷 彦郷 2 山田　あかり やまだ　あかり 海にうかぶマンション

51 三郷 彦郷 2 宮田　幸甫 みやた　こうすけ ゆかいなゆかいなふね

52 三郷 早稲田 2 天野　莉菜 あまの　りな カラフルスカイプール

53 三郷 桜 2 金井　鈴奈 かない　すずな わくわくふしぎな町らんど

54 三郷 幸房 2 飛鳥田　凌久 あすかた　りく ゴーヤゆうえんち

55 三郷 吹上 2 モルフォ　湖音 もるふぉ　ことね
ザリガニさんと友だちに

なったよ

56 越谷 弥栄 3 平井　咲衣 ひらい　さえ
ふしぎな夏休みへレッツ

ゴー

57 八潮 柳之宮 3 小林　愛 こばやし　あい かがやくヒマワリの町

58 春日部 緑 3 新谷　友紀乃 しんや　ゆきの
ようこそ　ひまわりシャ

ワーランドへ
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59 春日部 幸松 3 伊藤　春輝 いとう　はるき
ひまわりといっしょにあそ

んだよ

60 春日部 中野 3 富岡　佐月 とみおか　さつき ヒマワリの国の楽しい毎日

61 春日部 緑 3 青木　日菜子 あおき　ひなこ
見つけたよ！ひまわりの夢

の国

62 蓮田 蓮田中央 3 中川　真里亜 なかがわ　まりあ
なしランドでないパーティ

をしたよ

63 蓮田 黒浜 3 秋山　姫華 あきやま　ひめか 思い出いっぱいひまわり

64 蓮田 蓮田南 3 永野　桜 ながの　さくら
すいれんの気球に乗って未

来のはす田市へGO！

65 越谷 大間野 3 植竹　一心 うえたけ　いっしん
ひまわりランドでたねさが

し

66 越谷 出羽 3 鈴木　花陽 すずき　はなひ
え顔いっぱいひまわりラン

ド

67 越谷 花田 3 芳田　陽愛 よしだ　ひな ヒマワリハウスでおとまり

68 越谷 花田 3 遠藤　しづく えんどう　しづく
にじ色のチョウでゆめの世

界へ

69 越谷 南越谷 3 𠮷田　悠 よしだ　ゆう
未来のカブトムシヘリコプ

ター

70 八潮 八幡 3 渡辺　楓雅 わたなべ　ふうが
みんなおいでよぼくらのヒ

マワリ王国

71 八潮 松之木 3 荒牧　愛斗 あらまき　まなと
うちゅうを飛べ飛べかぶと

虫

72 八潮 中川 3 藤野　奈奈美 ふじの　ななみ 海のパーティーへ

73 吉川 美南 3 孫　迎悠美 そん　げいゆうみ 大きな花で遊ぼう！

74 幸手 八代 3 大嶋　凜 おおしま　りん
わたしのゆめ　いっぱいさ

いたよ

75 三郷 鷹野 3 大澤　亜美 おおさわ　あみ おかしの世界へゴー！

76 三郷 鷹野 3 牧野　愛美 まきの　まなみ 子どものくに

77 三郷 幸房 3 嶋　蒼桜 しま　あおい
ちょうちょとりょう理をし

たよ

78 三郷 吹上 3 大内　瑠奈 おおうち　るな
私達、ひまわりたんけんた

い
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79 三郷 吹上 3 曽根田　漣歩 そねだ　れある
夕焼けと風にふかれたひま

わり

80 三郷 瑞木 3 石井　友晴 いしい　ゆうせい カラフルひまわりランド

81 三郷 瑞木 3 陣内　希子 じんない　きこ ヒマワリスマイルランド

82 三郷 立花 3 村上　伶奈 むらかみ　れな
ひまわりランドで大はしゃ

ぎ

83 幸手 さくら 3 小泉　怜 こいずみ　りゅう
ヒマワリパークで大パー

ティをしたよ

84 杉戸 杉戸第二 3 水野谷　百香 みずのや　ももか
ひまわりランドのかんらん

車で遊んだよ！

85 久喜 砂原 4 笹森　柚芭 ささもり　ゆずは ねじねじの木 ○

86 三郷 彦郷 4 山中　士苑 やまなか　しおん 山々に囲まれた世界樹

87 春日部 立野 4 前澤　咲弥 まえざわ　さな すてきなヘチマ園

88 春日部 立野 4 高橋　那奈 たかはし　なな
ヘチマの大きなサッカーの

国

89 春日部 幸松 4 齋藤　絢音 さいとう　あやね ふしぎな森の楽しい木

90 春日部 正善 4 野中　穂々子 のなか　ほほこ
ヘチマジェットコースター

で夜の不思議な世界へレッ

91 蓮田 黒浜南 4 栗原　汰揮 くりはら　たいき
せん水！ヘチマで深海たん

けん！

92 蓮田 黒浜南 4 岩見　昇太朗 いわみ　しょうたろう
たのしいな！ヘチマになっ

た動物と仲良くお散歩だ

93 越谷 東越谷 4 八島　遥香 やしま　はるか
夏の思い出空のヘチマラン

ド

94 越谷 川柳 4 刘　奈京 りゅう　なきょう にじ色のへんてこ山

95 越谷 荻島 4 石山　珠梨 いしやま　じゅり
動物とみんなで大きい木で

遊んだよ！

96 越谷 越ヶ谷 4 工藤　美月 くどう　みつき ヘチマの楽しい家

97 越谷 蒲生 4 石田　弓晴 いしだ　みはる
秋の葉をのぞくとその先に

はヘチマ町

98 越谷 蒲生 4 石井　花奈 いしい　はな ゆめみるヘチマランド
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99 越谷 蒲生南 4 河田　愛菜 かわだ　まな 桜と青葉のハーモニー

100 越谷 千間台 4 青山　瑠璃 あおやま　るり 木の上でアスレチック！

101 越谷 宮本 4 玉川　なのは たまがわ　なのは わくわく☆モンスター山

102 越谷 弥栄 4 今濵　夕輝乃 いまはま　ゆきの
あったらいいなヘチマハウ

ス

103 越谷 南越谷 4 古谷　大騎 ふるや　だいき 骨レックス山

104 八潮 八幡 4 瀧澤　心羽 たきざわ　ここは 小さなわくせい

105 久喜 青毛 4 山田　佳歩 やまだ　かほ
海にしずんだ木で遊ぶ子供

達

106 白岡 南 4 百瀨　芽衣 ももせ　めい 心をいやしてくれる木

107 幸手 長倉 4 長沼　美鈴 ながぬま　みすず ドキドキヘチマ園！！

108 吉川 美南 4 小野　実南 おの　みなみ 楽しいお山と遊ぼうよ

109 吉川 美南 4 邵　雯清 しょう　うぇんしん 春の入道雲山

110 松伏 松伏 4 井上　心 いのうえ　こころ
にぎやか！！ヘンテコ弟兄

山

111 三郷 桜 4 関　亜沙美 せき　あさみ
未来のへんてこ三郷で大ぼ

うけん

112 三郷 幸房 4 槇島　理來 まきしま　りら かにっカニマウンテン

113 三郷 吹上 5 城津　凜奈 しろつ　りな
三郷市のじまん　戸ヶ崎の

ししまい
○

114 三郷 立花 5 斎藤　耀太 さいとう　ようた 海の中の鉄道博物館 ○

115 春日部 粕壁 5 金子　心春 かねこ　みはる 秋と風の小学生

116 春日部 粕壁 5 島田　幸穂 しまだ　さちほ 秋風で遊ぶ子ども達

117 春日部 八木崎 5 髙橋　美怜 たかはし　みれい 藤パーク

118 春日部 牛島 5 折笠　愛華 おりかさ　あいか
まどから見えるキレイなお

しろ
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119 春日部 緑 5 桑田　莉央 くわた　りお
みんなとわくわく仲良しタ

ウン

120 春日部 上沖 5 伊比　美咲希 いび　みさき 空をとぶ　ゆめの町

121 春日部 正善 5 田端　康成 たばた　こうせい 海底シーランド

122 春日部 桜川 5 早川　朱 はやかわ　あかり
海のある雲の上の自然が

いっぱいな町

123 越谷 大袋 5 長谷川　詩乃 はせがわ　しの 真夏の中で

124 越谷 荻島 5 溝井　有咲 みぞい　ありさ 毎日楽しい未来の越谷

125 越谷 大相模 5 池ノ谷　莉音 いけのや　りん 行ってみよう！本の世界へ

126 越谷 大相模 5 関　穂高 せき　ほたか みんなが喜ぶ幸せの町

127 越谷 大相模 5 戸田　絢音 とだ　あやね
「未来の大相模」へようこ

そ！

128 越谷 南越谷 5 本山　潤 もとやま　じゅん 恐竜と共存する町

129 越谷 南越谷 5 安発　友加里 あわ　ゆかり 夢の中の越谷市

130 越谷 東越谷 5 江頭　隼斗 えがしら　はやと
超特急新幹線で未来の越谷

へ！

131 越谷 東越谷 5 和田　そら わだ　そら
だるまプロペラで空飛ぶ越

谷

132 八潮 八幡 5 藤田　あかり ふじた　あかり お花の上のフラワーパーク

133 幸手 八代 5 日下部　喜生 くさかべ　きい 海旅行にレッツゴー

134 三郷 早稲田 5 美山　愛菜 みやま　あいな
楽しいね！げたばこプール

で大さわぎ

135 三郷 鷹野 5 武内　愛花 たけうち　あいか だれも知らない小人の町

136 三郷 幸房 5 風見　あかり かざみ　あかり 未来都市

137 三郷 前谷 5 齊藤　百星 さいとう　ももせ 草の根ビル大パニック

138 三郷 瑞木 5 福井　咲希 ふくい　さき しん海のクラゲドームの町
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139 久喜 太田 6 宮内　湊愛 みやうち　そあ 朝日と夕焼け ○

140 三郷 新和 6 中井　翠琉 なかい　すいる
好きがつまった新和の図書

館

141 春日部 内牧 6 加藤　舞波 かとう　まいは 出口発見！

142 春日部 武里 6 佐久間　紗弥 さくま　さや 思い出を残す場所

143 蓮田 蓮田南 6 葭矢　菜々子 よしや　ななこ 海の底でみんなと遊ぼう

144 蓮田 蓮田南 6 中村　星南 なかむら　せな
時空をこえて恐竜に会いた

い！

145 蓮田 黒浜南 6 手島　美空 てしま　みく
ランドセルからあふれる６

年間の思い出

146 越谷 千間台 6 石原　広大 いしはら　こうだい ありがとう千小

147 越谷 荻島 6 佐々木　結麻 ささき　ゆま いつも見た場所

148 越谷 明正 6 小林　美咲 こばやし　みさき 真夏の通学路

149 越谷 大間野 6 牧野　志保 まきの　しほ
４年生から好きだった理科

室

150 越谷 弥栄 6 湯淺　紬 ゆあさ　つむぎ 懐しく新しい大切な宝物

151 越谷 鷺後 6 外田　真愛 そとだ　まりあ 委員会帰り、体育遅れ

152 越谷 新方 6 川上　弥由 かわかみ　みゆ
江戸時代の夏へタイムワー

プ！

153 越谷 北越谷 6 イー　レイレイ　ウィン いー　れいれい　うぃん ６年１組の教室

154 越谷 越ヶ谷 6 岩淵　皐姫 いわぶち　さつき 幸せな記憶

155 八潮 大瀬 6 行谷　和夏 なめがや　わか バラ園

156 八潮 潮止 6 浦方　暉一郎 うらかた　きいちろう 伝統ある体育館

157 久喜 東鷲宮 6 松島　知穂 まつしま　ちほ 夏の風

158 吉川 美南 6 矢野　玲那 やの　れいな あの道の先



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

令和４年度　第５７回「郷土を描く児童生徒美術展」

知事賞・特選名簿

地区名

159 吉川 中曽根 6 遠藤　美桜 えんどう　みお 空間旅行

160 松伏 松伏 6 近馬　纏 ちかま　まとい
思い出に残る　大きい桜の

入学式

161 三郷 彦郷 6 井上　翼咲 いのうえ　つばさ 夢の町

162 三郷 丹後 6 金田　ほなみ かねだ　ほなみ 私たちの実験室

163 三郷 彦糸 6 橋本　ニンブス はしもと　にんぶす
それでもぼくらは生きてい

る

164 三郷 早稲田 6 惣賀　春菜 そうが　はるな みんなで助けた共存世界

165 三郷 吹上 6 清水　メリ　結音 しみず　めり　ゆのん マスク会議


