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

戸田市立戸田第一小学校 1年 丸山航平 熊谷市立三尻小学校 1年 小泉博章

北本市立中丸東小学校 1年 小野玄斗 富士見市立水谷小学校 2年 落合みりあ

寄居町立寄居小学校 2年 岩本花 寄居町立寄居小学校 3年 和知航生

戸田市立戸田第一小学校 2年 堀井慧翔 さいたま市立仲町小学校 4年 増田杏理

寄居町立寄居小学校 3年 石谷奏來 毛呂山町立川角小学校 5年 風見愛優

さいたま市立上木崎小学校 3年 小暮悠萌 秩父市立高篠小学校 6年 深田実黎

朝霞市立朝霞第一小学校 4年 須藤里彩 坂戸市立千代田小学校 1年 飯塚蒼翔

秩父市立南小学校 4年 中田愛望 北本市立中丸東小学校 2年 小野朱莉

川島町立中山小学校 5年 伴裕人 川越市立大東東小学校 3年 淺川景之

上尾市立上平小学校 5年 髙荷晴信 さいたま市立西浦和小学校 4年 福原舞香

桶川市立川田谷小学校 6年 清野碧 東松山市立唐子小学校 5年 森敦哉

深谷市立深谷小学校 6年 佐々木佑季 さいたま市立西浦和小学校 6年 安達帆花

川越市立高階北小学校 1年 安藤美里 朝霞市立朝霞第一小学校 1年 荒木桧斗

川口市立原町小学校 2年 畠山莉奈 川口市立並木小学校 1年 山田太一

寄居町立寄居小学校 3年 酒井麻祐 鴻巣市立田間宮小学校 1年 林熙文

和光市立白子小学校 4年 本 　顕 東松山市立高坂小学校 2年 和田友詞

朝霞市立朝霞第五小学校 5年 山口万尋 桶川市立川田谷小学校 2年 町田紗萊

東松山市立高坂小学校 6年 山賀豊 さいたま市立新和小学校 2年 田中愛美

戸田市立笹目東小学校 1年 三橋央依 寄居町立寄居小学校 3年 若林美衣

川島町立中山小学校 2年 山田浩太朗 鴻巣市立下忍小学校 3年 佐藤里咲

さいたま市立田島小学校 3年 稲住永久 深谷市立藤沢小学校 3年 小林あみ

和光市立白子小学校 4年 渡部春奈 川口市立辻小学校 4年 酒井美遥

東松山市立新宿小学校 5年 大友陽向 川越市立泉小学校 4年 大久保まこ

秩父市立南小学校 6年 古山綾菜 川口市立元郷南小学校 4年 緑川舜亮

戸田市立笹目東小学校 1年 土岐沢侑良 川越市立大東東小学校 5年 上野穂花

鴻巣市立鴻巣中央小学校 2年 坂原悠太 東松山市立市の川小学校 5年 秋田谷澄威

さいたま市立与野南小学校 3年 佐藤初美 川越市立高階北小学校 5年 柴田明日香

川越市立大東東小学校 4年 山畑拓也 東松山市立青鳥小学校 6年 松本采嶺

坂戸市立千代田小学校 5年 井口悠真 川越市立大東東小学校 6年 大谷陸翔

秩父市立久那小学校 6年 引間愛花 秩父市立影森小学校 6年 島崎翔夢

鴻巣市立下忍小学校 1年 廣原青葉 戸田市立戸田第一小学校 1年 井本歩

深谷市立大寄小学校 2年 石黒悠加 小川町立小川小学校 1年 稲葉はるな

さいたま市立木崎小学校 3年 高橋綾乃 戸田市立戸田第一小学校 1年 楠田優奈

坂戸市立三芳野小学校 4年 松元那奈 上尾市立東町小学校 1年 鹿嶋みらい

坂戸市立浅羽野小学校 5年 古川悠平 戸田市立新曽小学校 1年 鈴木友基

嵐山町立菅谷小学校 6年 野口響平 上尾市立上尾小学校 2年 藤井咲良

さいたま市立西浦和小学校 1年 村田陽一朗 さいたま市立神田小学校 2年 塚本美鈴

さいたま市立大谷場小学校 2年 神吉漣 さいたま市立西浦和小学校 2年 井澤宏太

さいたま市立田島小学校 3年 藤野優香 川越市立高階北小学校 2年 佐々木凪

さいたま市立南浦和小学校 4年 柴田拓海 東松山市立新明小学校 2年 大澤理子

川越市立上戸小学校 5年 安藤奏帆 戸田市立新曽小学校 3年 橋本結菜

さいたま市立仲町小学校 6年 大須賀悠也 吉見町立西小学校 3年 松﨑美和

戸田市立戸田第一小学校 1年 西尾由真 川越市立大東東小学校 3年 寺尾優汰

戸田市立戸田第一小学校 2年 江本結菜 上尾市立平方北小学校 3年 大庭尚子

戸田市立新曽小学校 3年 片倉陽 川越市立新宿小学校 3年 鵜澤珠愛

戸田市立芦原小学校 4年 今福大貴 戸田市立新曽小学校 4年 近藤瑛馬

戸田市立芦原小学校 5年 関口隆一郎 さいたま市立沼影小学校 4年 西出莉彩

さいたま市立沼影小学校 6年 御園尚輝 さいたま市立沼影小学校 4年 植田好美

桶川市立加納小学校 1年 本木大輔 さいたま市立神田小学校 4年 小林鉄斗

秩父市立花の木小学校 2年 田端健人 さいたま市立大谷場小学校 4年 矢野優奈

東松山市立新宿小学校 3年 小久保星斗 東松山市立新宿小学校 5年 久世真夢

秩父市立高篠小学校 4年 関河拓海 上尾市立中央小学校 5年 安川由宇介

秩父市立秩父第一小学校 5年 髙橋凜花 さいたま市立仲町小学校 5年 金澤春輝

秩父市立尾田蒔小学校 6年 茂木美里 滑川町立宮前小学校 5年 内野琉茄

坂戸市立浅羽野小学校 1年 奈良愛葉 川口市立舟戸小学校 5年 市川星我

吉見町立南小学校 2年 矢島朱莉 川口市立本町小学校 6年 深田萌絵

滑川町立宮前小学校 3年 青木萌 上尾市立富士見小学校 6年 柿澤美音

東松山町立青鳥小学校 4年 関口千那 さいたま市立仲町小学校 6年 髙橋李空

鴻巣市立下忍小学校 5年 廣原夏鈴 上尾市立大谷小学校 6年 吹附寛太

滑川町立宮前小学校 6年 青木芽依 戸田市立笹目小学校 6年 高橋拓実

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

佳　　　　　　　　　作
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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


