
（敬称略）

【1年生の部】

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

高崎市立八幡小学校 伊勢崎市立広瀬小学校 伊勢崎市立広瀬小学校 邑楽町立長柄小学校

渡邉　太陽 中里　恒希 植木　香凛奈 青木　萌花

草木ダム 利根川の夏 利根川を舟で渡る かわでさかなとり

【2年生の部】

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

高崎市立八幡小学校 甘楽町立福島小学校 富岡市立額部小学校 高崎市立八幡小学校

矢澤　怜生 柴塚　健斗 飯塚　結友 富田　一蕗

宝川温泉（宝川） 藤原ダム 立沢川ダム緑地 なまずととね川

【3年生の部】

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

伊勢崎市立殖蓮小学校 富岡市立額部小学校 安中市立西横野小学校 高崎市立寺尾小学校

下城　佳祐 小林　史侑 細井　千裕 兒玉　美侑

下久保ダム 大塩湖 草木ダム 夏の烏川

【目的】 

 ７月の「河川愛護月間」及び「森と湖に親しむ旬間」の一環として、小学生のみなさんが絵を描くことを通し、ダムや川に親

しみを感じていただき、その役割や必要性などに興味を持っていただくことを目的としています。 

 

【概要】 

 ダムと川の絵コンテストは、群馬県内の各教育委員会、小学校のご協力により、小学生のみなさんから毎年数多くの作品をご

応募いただき開催しております。本年度は、２４校から２２９点の応募がありました。 

 入賞作品の選考は、群馬県総合教育センターにご協力をいただき、厳正なる審査により行われています。  



【4年生の部】

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

高崎市立八幡小学校 伊勢崎市立広瀬小学校 邑楽町立長柄小学校 甘楽町立福島小学校

絹川　日奈子 大和　宏肇 寺家　悠人 新井　望乃果

緑いっぱいうすい川 草木ダム 川をのぼる魚 片品渓谷

【5年生の部】

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

高崎市立八幡小学校 甘楽町立福島小学校 富岡市立額部小学校 甘楽町立福島小学校

荒川　湧貴 廣田　茜里 深澤　亮 佐藤　玲奈

烏川　和田橋付近 たくさん遊べる小川 大塩ダム 川と橋

【6年生の部】

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

館林市立第六小学校 高崎市立寺尾小学校 みどり市立笠懸小学校 伊勢崎市立殖蓮小学校

小川　穂高 須藤　夕葵 沖村　羅衣葉 田部井　嶺

相俣ダム 高崎市役所とからす川 山と川と橋 粕川と観覧車

【特　別　賞】

高崎河川国道事務所長賞 利根川ダム統合管理事務所長賞 沼田総合管理所長賞 下久保ダム管理所長賞

高崎市立八幡小学校 甘楽町立福島小学校 高崎市立八幡小学校 藤岡市立鬼石北小学校

４年　齊藤　由芽 ６年　柴塚　早友実 １年　長坂　利々加 ６年　堀口　侑人

白衣観音とからす川 藤原ダム 四万川ダム 下久保ダム

草木ダム管理所長賞 上毛新聞社賞 神流川ビジョン推進協議会長賞

邑楽町立中野東小学校 伊勢崎市立殖蓮小学校 藤岡市立鬼石北小学校

１年　石﨑　あずさ ６年　田邊　緒美 ５年　木下　奏

草木ダム 下久保ダム

　

おばあちゃんちの近くの
土手から見た粕川



（敬称略）

１年　小坂　雪那 ２年　岐津　幸樹 ２年　高橋　優

キラキラダムにみんな集まれ！ みんなのうすい湖 大きなダム湖（うすい湖）

３年　伊藤　琉生 ４年　瀧川　萌彩 ４年　髙𣘺𣘺　一颯 ４年　金井　大輝

碓氷湖 川びらき 坂本ダム 碓氷湖

４年　黛　さくら ５年　中島　亜純 ５年　岐津　舞 ６年　伊藤　玲奈

坂本ダム さわやかなうすい湖 きれいだね碓氷湖 碓氷湖

６年　保坂　菜々 ６年　竹鼻　那歩 ３年　新井　愛華

きれいだね碓氷湖 坂本ダムの碓氷湖 大きなダム

 

 

４年　中村　優月 ４年　中村　伊吹 ４年　竹内　茉優 ４年　萩口　皐斗

大きなかす川 きれいなかす川 生活を守る桐生川ダム 神流の川

 

 

４年　藤村　心海 ４年　高橋　慶音 ４年　細野　陽介 ４年　上原　悠慈

片品川（水遊び） 上武大橋 ダムと川の絵 桐生川ダム

５年　本田　丈介 ５年　楳原　彩音 ５年　矢内　佑汰 ５年　廣神　慎之介

きれいなダム 山おくの川 榛名湖の風景 草木ダム

５年　河田　隼佑 ５年　小倉　悠花 ５年　高橋　つぶら ５年　遠藤　歩

藤原ダム 草木ダムと季節 太陽でかがやくかす川 草木ダム

伊勢崎市立

殖蓮小学校

西横野小学校

安中市立



５年　木暮　宥人 ５年　児島　由芽 ５年　竹澤　奨馬 ５年　永井　智也

山とダム 大自然の中の利根川の上流 粕川 神流川

５年　吹上　碧 ５年　永井　貴也 ５年　新井　颯太 ５年　内川　泰次郎

広瀬川 神流川 草木ダム 竜宮浄水場と広瀬川

６年　小野坂　峻 ６年　中静　大貴 ６年　新井　遼平 ６年　丸山　慶斗

下久保ダム 草木ダム 粕川 粕川の風景画

６年　細野　真衣 ６年　中村　太洋 ６年　荒井　駿甫 ６年　伊藤　蒼有太

ダムと合唱団 粕川 黒部第四ダムの絵 草木ダム

６年　大仁田　響 ６年　長井　美沙希 ６年　阿久津　夏希 ６年　野永　佳暉

ぼくの町の粕川 草木ダム 榛名湖 奈良俣ダム

１年　津久井　里莉 ４年　松島　結衣 ４年　青木　翔

小平川 利根川 からす川

５年　久保　華凜 ５年　佐々木　彩夏 ５年　宮本　草太郎 ５年　市川　琴海

広瀬川 広瀬川 野反湖の風景 草木ダム

５年　中村　明音 ６年　林　稔也 ６年　多賀谷　來槻

神流川三波石峡 草木ダム 広瀬川

伊勢崎市立

広瀬小学校



１年　坂田　楓翔 ２年　神谷　昇太 ２年　青木　瑠美

玉原ダム ガバ沼 まごべい川

３年　小平　優菜 ３年　坂田　大翔 ３年　石﨑　優一朗 ４年　小平　青空

つる田川 玉原ダム 矢木沢ダム つるだ川

４年　軽部　昴海 ５年　五十嵐　凪 ６年　田野　敢大

神流川 利根川 川をよごさず大切に

６年　立澤　駿佑

利根大ぜきの風景

４年　今井　敏人 ６年　倉田　瑠美

そのはらダム 四万湖

２年　飯塚　美月 ２年　田村　翔士 ３年　堀口　叶人

川と木 下久保ダム とね川のふうけい

３年　吉田　澪冬 ５年　齊藤　架 ５年　田村　彰耶 ５年　飯塚　葵

芦ノ湖と遊覧船 薗原ダム 下久保ダム 川と緑

６年　田村　悠樹 １年　二渡　匠望 ２年　梅村　柚希

下久保ダム 梅田ダム 忍山川

邑楽町立

長柄小学校

桐生市立

片品村立

片品小学校

邑楽町立

中野東小学校

甘楽町立

福島小学校

梅田南小学校



２年　小川　和也 ３年　山本　あみ ４年　谷　希歩 ４年　富宮　諒

桐生川ダム ダムのたき 夏のダム 桐生川ダム（梅田湖）

５年　佐々木　崚汰 ２年　田部井　珂維人 ２年　須田　彩愛

桐生川ダム 草木ダム きれいなさかな

２年　川島　凛花 ４年　須田　愛緒衣 ４年　山本　七海 ６年　岡田　実穂

利根川 きれいな川 山と川 山と川

６年　齊田　拓実 ２年　林　流冬 ３年　藤井　瞳

利根川 ダムの水 利根川でつりをしているおじいちゃん

５年　水出　陸 ６年　関上　菜々 ４年　廣田　隼人
奈良俣ダム 前川から見た富士山 薄根川

４年　佐藤　美花 ４年　小川　結 ３年　豊田　達也

ふきわれのたき 長笹川のしりやき温泉 はるなことはるな山

３年　中島　洸星 ４年　平野　紗衣 ５年　豊田　彩乃 ５年　城田　華梨

山と川 ならまたダム 榛名湖と榛名富士 自然のダムと川

６年　小松　秀 ６年　児玉　涼 ６年　浅見　莉音

四万湖から流れ出た四万川 上野ダム はる名湖の花火

渋川市立

刀川小学校

昭和村立

東小学校

昭和村立

南小学校

高崎市立

寺尾小学校



１年　富岡　颯太 １年　市川　実来 １年　上原　靖葉

下久保ダム はるなこ はるなこ

１年　齊藤　壮佑 １年　小林　桃果 １年　熊谷　修真 １年　金澤　いく

かんのんさまとからす川 草木ダム はるなこ きれいな南牧川

１年　須藤　未瑳樹 ２年　齋木　駿士 ２年　山口　鈴巧 ２年　山口　紅葉

須田貝ダム利根川水系利根川 はるなこ 高津戸ダムとけい谷 中木川

３年　御園生　優吾 ３年　谷口　陽仁 ３年　宮下　結奈 ３年　冨加津　敦

下久保ダム 相間川 榛名白川 榛名湖

４年　絹川　大輔 ４年　岩井　麗馨 ４年　宮下　優斗 ４年　金井　陽太

おだやかなうすい川 かぶら川 矢木沢 からす川

４年　外所　龍人 ５年　黛　望愛 ５年　境原　萌 ５年　坂上　怜子

はるなこ たのしいカヌー 鮎川 野反湖

５年　荒木　万嘉 ５年　中村　成希 ５年　長坂　一輝 ６年　手島　晴子

うすい川の板鼻水位観測所 奈良俣ダム 四万川ダム 利根川

６年　長壁　藤子 ６年　星田　唯人 ６年　塚越　皓美 ６年　須藤　那美乃

奥四万湖～おくしまこ～ ダム 草木ダム 四万川ダム・利根川水系四万川

八幡小学校

高崎市立



６年　堀籠　捷 ６年　黒澤　采桜里 ６年　境原　亮太

黒部ダム 緑いっぱいの烏川 鮎川

　

３年　清水　美里 １年　佐々木　京華

鏑川 おおしおダム

２年　矢野間　漣飛 ２年　神戸　駿 ２年　原田　美怜杏 ３年　市川　大和

道平川ダム 鳥が魚をねらう ぼくわたしの好きなふうけい 美しい風けい

３年　綿貫　綾音 ５年　今井　日々樹 ６年　岡田　宗久 ６年　矢野間　琴葉

大仁田ダム いしぶみの丘から 大塩湖 道平川ダム

６年　永井　しおり ５年　小菅　香里

群馬県上野村ダム ダムと山

３年　井上　大勢 ３年　石倉　結海

とね川 黒部ダム

１年　石田　夢依 １年　佐藤　大樹 ４年　石田　守唯斗

はるなこ ならまたダム はる名湖

４年　千明　大希 ６年　高松　端乃 ４年　山上　拓望

丸沼ダム 夏の利根川 きれいなダム

高崎市立

南陽台小学校

富岡市立

額部小学校

沼田市立 沼田市立

池田小学校 利根東小学校

沼田市立

平川小学校

前橋市立

岩神小学校

みどり市立

大間々北小学校



４年　松島　詩乃 ５年　岡部　亨祐 ５年　赤羽　優乃香 ５年　木榑　優真

わたらせ川と福岡大橋 魚のすむ川 草木ダム 高津戸橋とわたらせ川

６年　山上　ユキナ １年　高橋　七海 １年　中里　柚

緑色のダム 草木ダム 柱戸川に落ちる不動滝

２年　村上　真彩 ２年　今泉　心彩 ２年　永島　美優 ２年　阿部　夢姫

渡良瀬川 草木ダム 赤ぎ大ぬま ダムと川（川俣ダム）

３年　奥沢　颯太 ３年　橋本　拓翔 ３年　井田　小雪 ３年　岸　佑香

草木ダム 赤い橋ときれいな川 草木ダム 桐生川

４年　井田　千夏 ４年　難波　海人 ５年　中野　絢佳 ５年　竹澤　紅葉

草木ダム 大自然と山と川 草木ダム 草木ダム

５年　石坂　唯人 ５年　細野　蓮 ５年　松本　愛呂波 ５年　綿貫　栞

草木ダムの絵 夏の赤城山 川遊び あざやかな梅田ダム

５年　渡辺　颯太 ６年　石原　優大 ６年　木村　優希 ６年　成塚　陸翔
ダム 梅田ダム 矢木沢ダム わたらせ川

６年　岩野　有香 ６年　星野　礼奈 ６年　金井　竜聖 ６年　黒畑　敦喜
小中大滝 わたらせ川 草木ダム 草木ダム

みどり市立

笠懸小学校



６年　橋本　拓実 ４年　林　陸玖 ６年　雲越　未来
草木橋とわたらせ川 奈良俣ダム 奈良俣ダム

主催　国土交通省　関東地方整備局　高崎河川国道事務所
　　　国土交通省　関東地方整備局　利根川ダム統合管理事務所

協賛　独立行政法人　水資源機構
　　　　沼田総合管理事務所・下久保ダム管理所・草木ダム管理所

後援　上毛新聞社
　　　神流川ビジョン推進協議会

みなかみ町立

藤原小学校
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