
受　　　賞　　　名 学　　　校　　　名 学年 氏名 受　　　賞　　　名 学　　　校　　　名 学年 氏名

鴻巣市立鴻巣中央小学校 1年 坂原　悠太 秩父市立荒川東小学校 1年 小櫃　はるな

東松山市立高坂小学校 1年 和田　友詞 長瀞町立長瀞第二小学校 2年 櫻井　陽

戸田市立新曽小学校 2年 小西　経太郎 秩父市立南小学校 3年 古山　日菜

戸田市立新曽小学校 2年 新井田　美奈 秩父市立南小学校 4年 中田　莉名

秩父市立高篠小学校 3年 関河　拓海 皆野町立三沢小学校 5年 新井　結稀

寄居町立寄居小学校 3年 酒井　萌華 横瀬町立横瀬小学校 6年 大澤　蒼樹

東松山市立唐子小学校 4年 森　敦哉 さいたま市立西浦和小学校 1年 押野　朔也

寄居町立寄居小学校 4年 杉山　太一 吉見町立北小学校 2年 宮崎　優佳

熊谷市立太田小学校 5年 竹村　和真 川口市立元郷南小学校 3年 藤田　玲奈

秩父市立高篠小学校 5年 田端　美保 さいたま市立南浦和小学校 4年 佐藤　旺河

さいたま市立仲町小学校 6年 片桐　百合夏 東松山市立市の川小学校 5年 山口　真奈

寄居町立寄居小学校 6年 内川　智也 寄居町立桜沢小学校 6年 荻澤　輝

鴻巣市立鴻巣南小学校 1年 守嶋　湧太 北本市立南小学校 1年 大野　詩央

戸田市立戸田第一小学校 2年 村嶋　爽 川越市立大東東小学校 1年 小久保　星那

さいたま市立西浦和小学校 3年 小須田　櫂央 東松山市立大岡小学校 1年 藤野　天空

東松山市立新宿小学校 4年 久世　真夢 戸田市立戸田第一小学校 2年 梅田　莉子

熊谷市立熊谷南小学校 5年 萩原　悠真 戸田市立戸田第一小学校 2年 渡部　りり

坂戸市立千代田小学校 6年 本間　凪紗 小川町立小川小学校 2年 馬場　大和

新座市立東北小学校 1年 日置　咲 さいたま市立浦和大里小学校 3年 岡﨑　陽己

戸田市立新曽小学校 2年 山田　夏穂 鴻巣市立田間宮小学校 3年 金谷　咲弥

さいたま市立西浦和小学校 3年 華垣　栞 東松山市立高坂小学校 3年 和田　幸孝

毛呂山町立川角小学校 4年 鈴木　一輝 川口市立本町小学校 4年 高橋　卯乃香

川越市立上戸小学校 5年 細谷　実春 さいたま市立東岩槻小学校 4年 高橋　凌大

熊谷市立三尻小学校 6年 松本　葵 さいたま市立仲本小学校 4年 栗原　あい

小川町立小川小学校 1年 栁瀬　ひなの 朝霞市立朝霞第五小学校 5年 嶺脇　碧

熊谷市立三尻小学校 2年 浜川　香穂 和光市立白子小学校 5年 佐野　叶恵

ときがわ町立明覚小学校 3年 吉田　綺羅 鳩山町立亀井小学校 5年 野　大翔

上尾市立中央小学校 4年 安川　由宇介 上尾市立大谷小学校 6年 菅原　真名葉

朝霞市立朝霞第一小学校 5年 塚本　純 川口市立原町小学校 6年 近　優実

川口市立元郷南小学校 6年 小林　俊輝 吉見町立南小学校 6年 澤路　珠希

坂戸市立千代田小学校 1年 木幡　真大 北本市立中丸東小学校 1年 柳沢　朱凛

寄居町立寄居小学校 2年 酒井　麻祐 川越市立上戸小学校 1年 前嶋　咲和

熊谷市立石原小学校 3年 佐川　明日香 川口市立本町小学校 1年 深田　侑那

寄居町立寄居小学校 4年 新井　凜之介 川越市立霞ケ関西小学校 1年 遠藤　聖也

寄居町立寄居小学校 5年 荒木　結衣 川越市立大東東小学校 1年 岩井　竜生

坂戸市立浅羽野小学校 6年 須田　朗寛 さいたま市立高砂小学校 2年 西尾　有紗

さいたま市立田島小学校 1年 野田　紗彩 鴻巣市立田間宮小学校 2年 岩堀　朱莉

さいたま市立上木崎小学校 2年 山崎　雅治 上尾市立西小学校 2年 中村　羚汰

さいたま市立下落合小学校 3年 赤司　泰帆 蕨市立北小学校 2年 加藤　月乃

さいたま市立上木崎小学校 4年 安本　雅 さいたま市立田島小学校 2年 山納　悠暉

さいたま市立下落合小学校 5年 望月　愛麗 坂戸市立浅羽野小学校 3年 葛西　莉花

さいたま市立南浦和小学校 6年 原口　衣鞠 和光市立白子小学校 3年 本　顕

戸田市立戸田第一小学校 1年 堀井　慧翔 東松山市立青鳥小学校 3年 竹澤　沙紀

戸田市立戸田第一小学校 2年 湯浅　良太 寄居町立寄居小学校 3年 吉田　健司

さいたま市立仲町小学校 3年 堀山　喜史 鴻巣市立下忍小学校 3年 中溝　真琴

上尾市立尾山台小学校 4年 小玉　萌香 小川町立八和田小学校 4年 新井　伽威

朝霞市立朝霞第五小学校 5年 児玉　秀太 川口市立本町小学校 4年 三宅　千晴

戸田市立戸田南小学校 6年 三巻　健人 秩父市立尾田蒔小学校 4年 角田　静穂

寄居町立寄居小学校 1年 松本　知恵 小川町立小川小学校 4年 笠原　詩月

北本市立南小学校 2年 関根　昇之介 東松山市立市の川小学校 4年 秋田谷　澄威

秩父市立南小学校 3年 中田　愛望 上尾市立芝川小学校 5年 阿部　亜美

川口市立戸塚綾瀬小学校 4年 吉田　梨恵 鴻巣市立鴻巣中央小学校 5年 田沼　海頼

熊谷市立三尻小学校 5年 大西　耕輔 熊谷市立石原小学校 5年 　柳田　遼太

坂戸市立大家小学校 6年 村田　さくら 坂戸市立浅羽野小学校 5年 寺島　梨緒

秩父市立高篠小学校 1年 田端　健人 富士見市立ふじみ野小学校 5年 阿部　安珠

寄居町立寄居小学校 2年 服部　大志 上尾市立芝川小学校 6年 住友　貴子

東松山市立青鳥小学校 3年 関口　千那 小川町立八和田小学校 6年 門倉　結菜

秩父市立原谷小学校 4年 小泉　怜子 熊谷市立石原小学校 6年 高橋　隆輔

秩父市立影森小学校 5年 島崎　翔夢 朝霞市立朝霞第一小学校 6年 榎本　優

桶川市立桶川小学校 6年 松崎　穂乃香 東松山市立唐子小学校 6年 森　祐樹

佳　　　　　　　　　作

平成25年度　荒川図画コンクール受賞者一覧

戸　　田　　市　　賞

秩　　父　　市　　賞

荒川ダム総合管理所長賞

二瀬ダム管理所長賞

荒川上流河川事務所長賞

入　　　　　　　　　選

特　　　　　　　　　選

埼　玉　新　聞　社　賞

テ　レ　ビ　埼　玉　賞

ＦＭ　ＮＡＣＫ５賞

埼玉県立川の博物館長賞

さ　い　た　ま　市　賞


