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さいたま市立 高砂 小学校 鈴木　睦德 三輪　星空
さいたま市立 常盤 小学校 吉廻　温真 山﨑 さくら
さいたま市立 木崎 小学校 栗田　空翔 長谷川 璃乃
さいたま市立 谷田 小学校 小澤　昊旺 滝田　優羽
さいたま市立 仲本 小学校 江森　暉人 園部　八奏
さいたま市立 本太 小学校 星野　光太 丸山　琴羽
さいたま市立 三室 小学校 小池　伯空 田澤 伊緒梨
さいたま市立 尾間木 小学校 平塚　晴空 神山　寧音
さいたま市立 南浦和 小学校 鈴木　春翔 角田　駿治
さいたま市立 浦和別所 小学校 染谷　祐貴 水野　　碧
さいたま市立 北浦和 小学校 田村　裕希 室永　更紗
さいたま市立 仲町 小学校 白川　悠太 阿部 真優羽
さいたま市立 上木崎 小学校 下田　悠人 曽我　佳世
さいたま市立 岸町 小学校 村賀　康介 大河原　彩
さいたま市立 大谷場 小学校 賀川 翔太郎 岡田　咲々
さいたま市立 土合 小学校 石田　　匠 岡　由紀乃
さいたま市立 大久保 小学校 出家　睦稀 三木　紗耶
さいたま市立 原山 小学校 大野　友喜 芳川　紗樹
さいたま市立 針ヶ谷 小学校 髙野　　碧 櫻井　　遥
さいたま市立 大谷場東 小学校 野口　蒼流 小池　杏怜
さいたま市立 大門 小学校 福井　大翔 原　　葵子
さいたま市立 野田 小学校 細野　圭司 鈴木　愛莉
さいたま市立 西浦和 小学校 岡本　昊和 近藤 ナジェネバ 望奈
さいたま市立 辻 小学校 永岡　真人 金田　梨聖
さいたま市立 大東 小学校 平田　琉真 鈴木　心悠
さいたま市立 文蔵 小学校 林　　恭成 鈴木　芽衣
さいたま市立 沼影 小学校 鹿　夏哉人 品田　優奈
さいたま市立 大谷口 小学校 増田　喜仁 代　　珠妃
さいたま市立 栄和 小学校 安藤　純和 原　　千莉
さいたま市立 道祖土 小学校 梅溪　翔生 森田　七風
さいたま市立 田島 小学校 飯田 蓮士郎 大川　楓夏
さいたま市立 大久保東 小学校 田口　　翼     原　　青葉　　
さいたま市立 浦和大里 小学校 椛田　正弥 川口　寧音
さいたま市立 新開 小学校 山口　　歩 伊藤　來望
さいたま市立 神田 小学校 冨沢　陸斗 寉岡　志彩
さいたま市立 中尾 小学校 安藤　大翔 岩瀬　美緒
さいたま市立 善前 小学校 森　慶太郎 飯吉　奏羽
さいたま市立 大牧 小学校 林　　蓮太 五條　　京
さいたま市立 中島 小学校 前田　恩寿 石川　絢那
さいたま市立 芝原 小学校 佐藤 慶一郎 下田　結衣
さいたま市立 常盤北 小学校 浅野　敬亮 辻　　蒼生
さいたま市立 向 小学校 志村　大輔 黒川 さくら
さいたま市立 辻南 小学校 ウゾカ ジョセフ 豪 大藏　陽菜
さいたま市立 美園 小学校 清水　航輝 長谷川 成美
さいたま市立 与野本町 小学校 長柄　拓歩 鈴木　成葉
さいたま市立 上落合 小学校 菅野　琢真 村山　志帆
さいたま市立 大戸 小学校 秋山　友吾 本多　柚和
さいたま市立 下落合 小学校 浅井　　隼 長野　莉花
さいたま市立 与野西北 小学校 生駒　羽琉 飯島　明彩
さいたま市立 鈴谷 小学校 稲垣　　嶺 河原　彩華
さいたま市立 与野八幡 小学校 七海　奎佑 新井　早穂
さいたま市立 与野南 小学校 植栗　大翔 吉澤　　麗
さいたま市立 大宮 小学校 上山　陽生 尾嶋 仁衣奈
さいたま市立 大宮東 小学校 松本　　樹 品川　紗良
さいたま市立 大宮南 小学校 三好　健斗 白神　遥菜
さいたま市立 大宮北 小学校 古谷　秋翔
さいたま市立 桜木 小学校 辻　翔太朗 神田 真由子
さいたま市立 三橋 小学校 伊藤　光希
さいたま市立 大成 小学校 伊澤　祐亮 平井　亜実
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さいたま市立 東大成 小学校 若杉　時生 髙根沢　彩乃
さいたま市立 日進 小学校 大木　彬照 河村　ほのか
さいたま市立 日進北 小学校 宮下　侑大 松下　もも
さいたま市立 宮原 小学校 薦田　好正 野片　葵生
さいたま市立 植竹 小学校 前島　悠里 植田　莉生
さいたま市立 大砂土 小学校 後藤　大祐 福井　瑞生
さいたま市立 大砂土東 小学校 祐實　我惟 宮嶋　乃愛
さいたま市立 見沼 小学校 野口　慧伍 相原　知紗
さいたま市立 指扇 小学校 石倉 誇太郎 小宮山 風夏
さいたま市立 馬宮東 小学校 加藤　琉太 下田 芭世那
さいたま市立 馬宮西 小学校 西川 比唯呂 岡田　真奈
さいたま市立 植水 小学校 井口　　陽 今村　麗菜
さいたま市立 片柳 小学校 吉田　多緒 藤沢　心結
さいたま市立 七里 小学校 佐々木 隼人 中村 沙也耶
さいたま市立 春岡 小学校 昆野　　皐 髙橋　望天
さいたま市立 大宮西 小学校 関野　大助 鈴木　　葵
さいたま市立 栄 小学校 平家 璃久斗 辻　あみる
さいたま市立 大宮別所 小学校 藤巻　侑大 天田　優愛
さいたま市立 芝川 小学校 井本　義隆 福島　千咲
さいたま市立 蓮沼 小学校 石黒　　陽 山中　千佳
さいたま市立 上小 小学校 瀧川　　廉 加世田 唯愛
さいたま市立 宮前 小学校 友野 孝太郎 田波　媛子
さいたま市立 大谷 小学校 齋藤　慶佑 五十嵐 日菜
さいたま市立 島 小学校 新庄　奏風 後藤　　唯
さいたま市立 指扇北 小学校 鈴木　直人 貫井　花楓
さいたま市立 東宮下 小学校 山下　莉咲 グビノグン オサスウェン デビー

さいたま市立 泰平 小学校 岡村　　潤 前田　夏海
さいたま市立 海老沼 小学校   中原 大維弥　 関口　優希
さいたま市立 春野 小学校 今出　陽生 明比　芽佳
さいたま市立 つばさ 小学校 早川　　竣 山田　夏漣
さいたま市立 岩槻 小学校 竹谷　宗汰 竹腰　　遥
さいたま市立 太田 小学校 鈴木　大夢 南雲　音花
さいたま市立 川通 小学校 杉本 　響 佐野　愛理
さいたま市立 柏崎 小学校 本道　らら 佐藤　　楓
さいたま市立 和土 小学校 飯島　優陽 塩原　乃愛
さいたま市立 新和 小学校 木下　高男 大森 由希乃
さいたま市立 慈恩寺 小学校 新井　朔斗 阿美　羽希
さいたま市立 河合 小学校 松﨑　陽人 八鍬 麻莉菜
さいたま市立 東岩槻 小学校 関根　　仁 青山　千桜
さいたま市立 城北 小学校 伊藤　実遥 石原　淑子
さいたま市立 徳力 小学校 田山　夏溜 小野瀨 瑠夏
さいたま市立 上里 小学校 大堀 虎太郎 松島　心彩
さいたま市立 西原 小学校 早川　碧月 吉野　優栞
さいたま市立 城南 小学校 清水　結太 山田　芽愛
さいたま市立 美園北 小学校 田中　彪真 倉持　祐花

川口市立 本町 小学校 佐久間 大河 鶴貝　美咲
川口市立 幸町 小学校 木村　郁斗 福田　璃子
川口市立 仲町 小学校 伊藤 瑠生人 村上　春音
川口市立 上青木 小学校 野口　諒人 鈴木　真央
川口市立 元郷 小学校 鴨澤　理一 南雲　華那
川口市立 飯塚 小学校 大輪　純希 八坂　麻琴
川口市立 芝 小学校 木下　将希 福村　朋希
川口市立 新郷 小学校 西澤　治希 森元　楓穂
川口市立 神根 小学校 今村　聖夜 金澤 みどり
川口市立 青木北 小学校 津郷　那智 丹治　嘉歩
川口市立 領家 小学校 片柳　　弾 廣澤　杏奈
川口市立 舟戸 小学校 加藤　音翔 白岩 奈緒子
川口市立 十二月田 小学校 門間　幹太 大島　愛莉
川口市立 飯仲 小学校 小野寺 栄斗 實川　莉香
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川口市立 並木 小学校 森山　鉄平 浦野　花凛
川口市立 安行 小学校 江端 希未煌 安田　桃果
川口市立 原町 小学校 兼池　秀弥 蟹　　葵衣
川口市立 前川 小学校 加藤　　穏 太田　愛美
川口市立 戸塚 小学校 小林　澪央 車田　菜月
川口市立 青木中央 小学校 赤田　結理 山﨑　瑛恋
川口市立 元郷南 小学校 海沼　優宇 関口　　穂
川口市立 芝西 小学校 松澤　尭慎 北川　　葵
川口市立 芝南 小学校 竹嶋　悠樹 成澤 実歩子
川口市立 神根東 小学校 石井 銀次郎 齋藤　希姫
川口市立 朝日東 小学校 水野　悠貴 岡野　美幸
川口市立 芝富士 小学校 石井　　昊 金　　麟灔
川口市立 前川東 小学校 藤木　大輝 松﨑　侑来
川口市立 柳崎 小学校 望月　大暉 木村　心優
川口市立 芝樋ノ爪 小学校 小沢　晟矢 飯塚　一花
川口市立 新郷南 小学校 藤井　奏吾 原　　彩奈
川口市立 上青木南 小学校 髙山　優来 中本　千尋
川口市立 根岸 小学校 田中　　虹 鈴木　百華
川口市立 芝中央 小学校 鍋谷　航琉 園田　　菫
川口市立 新郷東 小学校 佐治 和哉 矢野　月菜
川口市立 朝日西 小学校 中島　鉄仁 保坂　圭乃
川口市立 慈林 小学校 小林 美沙樹
川口市立 差間 小学校 田口 修太郎 和泉 芽生奈
川口市立 東本郷 小学校 澤田　　渉 柏谷 龍太郎
川口市立 東領家 小学校 内山　大貴 菊地　瑠亜
川口市立 安行東 小学校 本田　優生 荘司 百合花
川口市立 在家 小学校 広瀬　　陸 武井　凜花
川口市立 戸塚東 小学校 安倍　千暉 イシボ ディバイン
川口市立 戸塚北 小学校 長瀬　優斗 津田　　凜
川口市立 木曽呂 小学校 上村　斗羽 寺島　優花
川口市立 戸塚綾瀬 小学校 小林　陽飛 正木 すみれ
川口市立 戸塚南 小学校 森本　陽太 猪狩 亜彩美
川口市立 鳩ヶ谷 小学校 吉岡　魁斗 田中　睦夏
川口市立 中居 小学校 森本　隼矢 須田　珠希
川口市立 辻 小学校 弓場　龍人 市村　紅乃
川口市立 里 小学校 金子　琉飛 大島　望奈未
川口市立 桜町 小学校 染谷　陸翔 古賀　つきひ
川口市立 南鳩ヶ谷 小学校 石井　祐成 菊池　音々
鴻巣市立 鴻巣東 小学校 川嶋　秀大 中奥　由夏
鴻巣市立 鴻巣南 小学校 中村　和樹 増田　　愛
鴻巣市立 馬室 小学校 大友　瑛太 金子 菜々美
鴻巣市立 田間宮 小学校 加藤　　昊 小島　　爽
鴻巣市立 箕田 小学校 長島　海心 大塚　梨紗
鴻巣市立 笠原 小学校 坂野上　豪 戸田　菜々
鴻巣市立 常光 小学校 農添　慶人 松本　璃幸
鴻巣市立 鴻巣北 小学校 大藪 遙斗 塩澤　優香
鴻巣市立 松原 小学校 利根川 侑希 都築　愛美
鴻巣市立 赤見台第一 小学校 宇野　大樹 吉原　玲美
鴻巣市立 赤見台第二 小学校 永井　将喜 山田　忠誠
鴻巣市立 鴻巣中央 小学校 渡邉　大地 赤石　望江
鴻巣市立 吹上 小学校 佐々木　充 伊藤 弥生菜
鴻巣市立 小谷 小学校 菅原　彩花
鴻巣市立 下忍 小学校 小澤 健二郎 土田　紗希
鴻巣市立 大芦 小学校 粂川　元気 今成　琴和
鴻巣市立 屈巣 小学校 木口　隼翔 髙尾　　碧
鴻巣市立 共和 小学校 川上　稜介 古山　柚香
鴻巣市立 広田 小学校 山本　枇奈 吉田　蓮花
上尾市立 上尾 小学校 黒岩　侑真 長谷川　凛
上尾市立 中央 小学校 野澤　賢悟 甘樂　恋子



4/11
令和元年度 体育優良児童・生徒表彰受賞者一覧(小学校)

氏　　　　　名学　　校　　名
上尾市立 大谷 小学校 会田　太朗 須永　莉子
上尾市立 平方 小学校 宇津木  匠 西川　沙綾
上尾市立 大石 小学校 沼澤　健太 萩原　美優
上尾市立 原市 小学校 伊奈　秀成 大栗　美咲
上尾市立 上平 小学校 山谷 康太朗 原　結里菜
上尾市立 富士見 小学校 米田　萬雄 山本　寧音
上尾市立 尾山台 小学校 小川　智久 梅野 あゆむ
上尾市立 東 小学校 松吉　里樹 榎本　紗楓
上尾市立 大石南 小学校 樋本　　陸 溝内 百合香
上尾市立 平方東 小学校 木下　愁斗 田上 芽衣子
上尾市立 原市南 小学校 𠮷田　龍平 髙橋　蒼生
上尾市立 鴨川 小学校 綾城　孝祐 大野　里紗
上尾市立 芝川 小学校 稲垣　　蓮 岡田　悠希
上尾市立 瓦葺 小学校 伊藤　　昊 堰合　なつ
上尾市立 今泉 小学校 吉田　宇詠 深谷　泉風
上尾市立 西 小学校 東城　諒汰 近藤　美悠
上尾市立 東町 小学校 井上　啓人 岡田　栞奈
上尾市立 平方北 小学校 大庭　雅弘 橘　　菜摘
上尾市立 大石北 小学校 東谷 康太郎 渡部　　愛
上尾市立 上平北 小学校 渡部　景太 黒須　琴音
草加市立 草加 小学校 宇田川 春輝 長島　楓恋
草加市立 高砂 小学校 數面　　朗 藤平　優安
草加市立 新田 小学校 林　虎之介 小林　心澄
草加市立 谷塚 小学校 中谷　要陽 岸原　沙耶
草加市立 栄 小学校 平岡　直大 六馬　萌花
草加市立 川柳 小学校 平井　歩夢 橋本　彩良
草加市立 瀬崎 小学校 伊藤　由衣
草加市立 西町 小学校 中嶋　　健 菅沼　はな
草加市立 新里 小学校 石原 誠士郎 河原　叶倖
草加市立 花栗南 小学校 下野　聖來 石野 なつ子
草加市立 八幡 小学校 川島　大歩 吉田　莉穂
草加市立 新栄 小学校 及川　姫子
草加市立 清門 小学校 関口　侑希 長嶺 明日香
草加市立 稲荷 小学校 坂　鴻乃介 小林 実衣那
草加市立 氷川 小学校 畑　　泰成 伊東　　楓
草加市立 八幡北 小学校 尾﨑　大翔 大高　姫菜
草加市立 長栄 小学校 常松　健太 髙田　梨緒
草加市立 青柳 小学校 多田　悠希 𠮷田　和葉
草加市立 小山 小学校 永沼　龍人 中村　麗香
草加市立 両新田 小学校 山下　優真 新垣　芽依
草加市立 松原 小学校 尻引　明人 根本　愛美
蕨市立 東 小学校 伊藤　啓人 小山　和花
蕨市立 西 小学校 大野　結翔 佐藤 七海音
蕨市立 南 小学校 岡田　晄和 渡部　七菜
蕨市立 北 小学校 谷本 陽悠雅 羽根田　シャンティ
蕨市立 中央 小学校 佐藤　碧海 野村　莉音
蕨市立 中央東 小学校 矢野　拓都 牧垣　風流
蕨市立 塚越 小学校 金　　響生 前原 由羽花

戸田市立 戸田第一 小学校 近藤　　颯 佐々木 茜音
戸田市立 戸田第二 小学校 疋野　圭悟 依田 奈緒子
戸田市立 新曽 小学校 木村　丈太 曽我　日鞠
戸田市立 美谷本 小学校 北山　結斗 原島　希歩
戸田市立 笹目 小学校 原　　直誠 橋本　理那
戸田市立 戸田東 小学校 若林　恭平 崔　　鏤喜
戸田市立 戸田南 小学校 冨田　将斗 熊木　乙葉
戸田市立 喜沢 小学校 丸山　遼貴 内野　羅々
戸田市立 笹目東 小学校 峰岸　光琉 峯岸　実央
戸田市立 新曽北 小学校 長谷川 蒼太 藤井　彩乃
戸田市立 芦原 小学校 槇山　敦仁 田中　舞桜
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朝霞市立 朝霞第一 小学校 峯岸　栞大
朝霞市立 朝霞第二 小学校 植竹　陽生 大塚　美奈
朝霞市立 朝霞第三 小学校 石渡　快道 玉野　　睦
朝霞市立 朝霞第四 小学校 木村　　颯 久原　桃佳
朝霞市立 朝霞第五 小学校 高久　琉我 吉田　美悠
朝霞市立 朝霞第六 小学校 星野　　匠 髙津　怜愛
朝霞市立 朝霞第七 小学校 宮北 健太朗 渡辺　幸穂
朝霞市立 朝霞第八 小学校 阿部　健吾 成澤　花奈
朝霞市立 朝霞第九 小学校 三上　蓮恩 𣘺本　菜月
朝霞市立 朝霞第十 小学校 利根川 碧葉 曾根田 真結
志木市立 宗岡 小学校 伊東　海瑛 恩田　恋羽
志木市立 宗岡第二 小学校 藤井　優奈
志木市立 志木第三 小学校 倉持　慶太 杉本　江玲奈
志木市立 宗岡第三 小学校 前田　大喜
志木市立 宗岡第四 小学校 細田　暉比 山本　瑞季
和光市立 白子 小学校 関口　　遥 岩橘　英莉花
和光市立 第三 小学校 水越　惺太 早川　碧莉
和光市立 第五 小学校 小鷹　凛太朗 高橋　茅史
和光市立 広沢 小学校 沢田　健心 酒井　希縫
和光市立 北原 小学校 千葉 龍ノ介 佐々木 梨歩
和光市立 本町 小学校 小西　由愛 吉武　侑花
和光市立 下新倉 小学校 小林　汰雅 江端　七海
新座市立 大和田 小学校 菊池　斗亜 古殿　莉奈
新座市立 西堀 小学校 遠藤　　蒼 双木　孝子
新座市立 片山 小学校 金子　侑真 飯田 かれん
新座市立 第四 小学校 森　　宏太 兒玉　　雅
新座市立 八石 小学校 神崎 遼太郎 山田　桃香
新座市立 東北 小学校 阿部　龍大 紺野　世奈
新座市立 野火止 小学校 三島　陽之介 香月　彩那
新座市立 野寺 小学校 大川　翔輔 川原　莉子
新座市立 池田 小学校 澤邊　真宏 綿貫　七理
新座市立 新堀 小学校 岩永　晴菜 加木　美咲
新座市立 東野 小学校 清水　一紀 寺本　唯香
新座市立 栄 小学校 石毛　　快 後藤 さくら
新座市立 石神 小学校 釜野　乃暢
新座市立 新開 小学校 鈴木　陽集 馬淵　夢都
新座市立 栗原 小学校 小島　　瞬 大内　菜生
新座市立 陣屋 小学校 大森　煌生 山﨑　心晴
新座市立 新座 小学校 保坂　直人 平田　敬大
桶川市立 桶川西 小学校 松岡　　蓮 西森　千寿
桶川市立 加納 小学校 磯　　陽翔 金子　莉奈
桶川市立 川田谷 小学校 鈴木　琉芽 鈴木　星南
桶川市立 桶川東 小学校 森　　渚 早瀬　友梨
桶川市立 日出谷 小学校 柳　　遙人 田坪　　逞　
桶川市立 朝日 小学校 田中　柊成 榎本　桜空
桶川市立 桶川 小学校 野邊　煌生 保富　直美
北本市立 中丸 小学校 小林　駿太 池原　　雫
北本市立 石戸 小学校 中村　虎雅 堀　　陽夏
北本市立 南 小学校 洲永　俊輔 池内　愛海
北本市立 栄 小学校 松木　翔琉 関根　愛理
北本市立 北 小学校 佐々木 亜里沙 野口　華湖
北本市立 西 小学校 渡邉　大樹 伊藤　寧々
北本市立 東 小学校 甲斐 虎茉輝 林　　椿
北本市立 中丸東 小学校 石田　永遠 吉田　陽香
伊奈町立 小室 小学校 龍　　依宏 浅野　未来
伊奈町立 小針 小学校 松本 虎太朗 岩井　そら
伊奈町立 南 小学校 植木　　彪 平野　恵弥
伊奈町立 小針北 小学校 滝沢　優斗 湯浅　美音
川越市立 川越第一 小学校 西尾　　陽 塩野　碧衣
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川越市立 中央 小学校 加藤　心暖 鈴木　優果
川越市立 仙波 小学校 眞﨑　瀧星 松本　芽依
川越市立 泉 小学校 中西　智哉 飯塚 結有子
川越市立 月越 小学校 山本　勘太 宮本　　希
川越市立 芳野 小学校 茂原　優士 春山　真咲
川越市立 南古谷 小学校 嶋田　　翼 上野　結生
川越市立 高階 小学校 坂上　　昂 武井　そら
川越市立 福原 小学校 小島　颯来 川上　紗輝
川越市立 大東東 小学校 細見　　響 舩本　柚葉
川越市立 大東西 小学校 田﨑　陽也 𠮷田　綾乃
川越市立 霞ヶ関 小学校 田中　奏良 髙橋　龍之介
川越市立 名細 小学校 田中　葉月
川越市立 山田 小学校 吉安　璃倖
川越市立 霞ヶ関北 小学校 田中　　柊 宮川　沙葵
川越市立 武蔵野 小学校 西之原 圭佑 久保田 柚穂
川越市立 高階南 小学校 足立　樹哉 小貝 愛里彩
川越市立 高階北 小学校 林　　勇輝 バリ　恩夢
川越市立 今成 小学校 松岡　龍樹 西村　　紗
川越市立 高階西 小学校 堀　鷹一郎 金井　　萌
川越市立 霞ヶ関南 小学校 及川　倖輝 中島　日和
川越市立 霞ヶ関東 小学校 青木 紳太朗 石川　綾望
川越市立 大塚 小学校 関根　聖二 内山 わかば
川越市立 牛子 小学校 山崎　倖汰 島村　美咲
川越市立 寺尾 小学校 木原　　駿 岩楯　彩夏
川越市立 新宿 小学校 新井　伸尭 竹内　朝日
川越市立 川越西 小学校 眞田　拓飛 阿曽　愛子
所沢市立 所沢 小学校 藤﨑　　怜 石橋 みひろ
所沢市立 南 小学校 攝津　　翔 松澤　美羽
所沢市立 北 小学校 兎澤　亮磨
所沢市立 清進 小学校 佐藤　一紀
所沢市立 明峰 小学校 永井　竣也 松本　朱里
所沢市立 松井 小学校 柄沢　勅太朗 中村　仁奈
所沢市立 柳瀬 小学校 新井　唯斗 山戸　陽茉
所沢市立 富岡 小学校 髙藤　勇人 橋岡　　翠
所沢市立 西富 小学校 前薗　優汰 中濱　汐里
所沢市立 中富 小学校 清水 航史郎 秋田　七海
所沢市立 小手指 小学校 山口　颯太 小宗　絢乃
所沢市立 山口 小学校 山浦 功太郎 瀬谷　彩羽
所沢市立 三ヶ島 小学校 平山　正弥 横山 向日葵
所沢市立 若松 小学校 鈴木　胡麦
所沢市立 伸栄 小学校 米谷　桜子
所沢市立 若狭 小学校 吉田　　華 日髙　　葵
所沢市立 泉 小学校 星野　喬介 櫻井　瑠杏
所沢市立 安松 小学校 大谷　紫苑 佐藤　小花
所沢市立 美原 小学校 泉谷　幸明 宇治　美夢
所沢市立 北秋津 小学校 田島　蓮夢 千葉　祥子
所沢市立 上新井 小学校 高倉　大翔 前田　　心
所沢市立 宮前 小学校 千里　清心 長岡　桃杏
所沢市立 牛沼 小学校 井手　昌恵
所沢市立 並木 小学校 太田　和希 池田　万尋
所沢市立 北野 小学校 寺下　沙樹
所沢市立 東所沢 小学校 伊藤　琉司 須藤　菜月
所沢市立 和田 小学校 大坪　廉央 岡部　心翔
東松山市立 野本 小学校 大谷　　梓
狭山市立 南 小学校 齋藤 隆之介 櫻井　和代
狭山市立 入間野 小学校 木之内　　崇 木之内　奏
富士見市立 水谷 小学校 伊藤　　豪
富士見市立 関沢 小学校 深井 瑛里奈
富士見市立 勝瀬 小学校 北林　陽菜
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富士見市立 水谷東 小学校 細川　莉玖 梶　ひより
富士見市立 針ヶ谷 小学校 伊藤　勇輝 三角 咲柚音
富士見市立 ふじみ野 小学校 中村　悠翔 木村　咲花
富士見市立 つるせ台 小学校 山口　豪太 藤井　　紡
坂戸市立 坂戸 小学校 伊藤　康乃 宮﨑　櫻子
坂戸市立 入西 小学校 田中　美絢 坂本　塁斗
坂戸市立 城山 小学校 髙橋　海斗
坂戸市立 片柳 小学校 茂木　蒼哉 茂木　未宙
坂戸市立 南 小学校 江口　大貴 水野　優実
鶴ヶ島市立 鶴ヶ島第一 小学校 竹島　龍児 広瀬　由奈
鶴ヶ島市立 鶴ヶ島第二 小学校 濵崎　修人 飯田 みくる
鶴ヶ島市立 栄 小学校 笠原　聖菜 山本 穂乃香
鶴ヶ島市立 藤 小学校 平山　大雅   板倉　由奈　
鶴ヶ島市立 南 小学校 小熊 走太朗 河村　和椛
日高市立 高麗川 小学校 安部　瑠晟

ふじみ野市立 上野台 小学校 三浦　光喜
ふじみ野市立 西 小学校 鎌田　祥徳 渡辺 こころ
ふじみ野市立 さぎの森 小学校 蟻川　佳澄
ふじみ野市立 大井 小学校 霜田　優真
ふじみ野市立 鶴ヶ丘 小学校 岡田　啓吾
ふじみ野市立 東原 小学校 星野　眞広 齋藤　彩空
ふじみ野市立 西原 小学校 浅川　結斗 下田　莉穂
ふじみ野市立 亀久保 小学校 吉山　和希
ふじみ野市立 三角 小学校 星　　唯翔 鈴木　一輝

三芳町立 三芳 小学校 有原　寿哉 中山　瑠奈
三芳町立 藤久保 小学校 鈴木 雄右助 嶋村 あおい
三芳町立 上富 小学校 武田 欣志郎 関野　　凜
毛呂山町立 光山 小学校 荒金　倖知
越生町立 梅園 小学校 森村　和真
川島町立 中山 小学校 道祖土 滉樹
川島町立 伊草 小学校 原国　愛梨
川島町立 つばさ南 小学校 小林　旺雅 矢部　凜夏
吉見町立 東第一 小学校 加藤　穂岳 矢部 千映子
吉見町立 東第二 小学校 小林　昇汰
吉見町立 南 小学校 関口　陽稀 吉野　初美
吉見町立 北 小学校 新井　美羽
吉見町立 西が丘 小学校 佐々木 勇人 山口 美依奈
ときがわ町 玉川 小学校 岡本　琉斗 長谷川 さくら
熊谷市立 熊谷東 小学校 鎌川　悠斗 シュクマ 光輝 スティーブ
熊谷市立 熊谷西 小学校 森屋　勇男 佐藤　美桜
熊谷市立 石原 小学校 望月　陽稀 石田　夏梨
熊谷市立 成田 小学校 関根　悠登 川田　倫子
熊谷市立 大幡 小学校 山越　遼馬 前林　凜花
熊谷市立 佐谷田 小学校 野中　遥仁 中野　亜胡
熊谷市立 大麻生 小学校 松田　　遼 髙部　梨央
熊谷市立 玉井 小学校 目黒　啓太 五十嵐 菜瑠
熊谷市立 久下 小学校 櫻井　皓太 齊藤　苺花
熊谷市立 熊谷南 小学校 黒沢　　旭 大塚 理紗子
熊谷市立 中条 小学校 久保　泰斗 鯨井　英代
熊谷市立 吉岡 小学校 山崎　康輔 北田 梨々愛
熊谷市立 別府 小学校 工藤　大輝 小長井 唯羽
熊谷市立 三尻 小学校 小池　龍都 竹田　愛梨
熊谷市立 奈良 小学校 飯野　大慎 風間　優依
熊谷市立 星宮 小学校 鈴木　優斗
熊谷市立 桜木 小学校 佐藤 正之介 廣田　歩美
熊谷市立 籠原 小学校 松本　龍宜 小澤　紀子
熊谷市立 新堀 小学校 山田　夏生 岩下　奈央
熊谷市立 長井 小学校 綾川　　琥 田島 きらら
熊谷市立 秦 小学校 髙橋　羚雅 今村　梓沙
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熊谷市立 男沼 小学校 西倉　聖貴 野村　　楓
熊谷市立 太田 小学校 荻野　叶羽 久永　　翠
熊谷市立 妻沼南 小学校 豊嶋　大喜 横山　颯太
熊谷市立 吉見 小学校 落合　奏人 小沼　幸乃
熊谷市立 市田 小学校 鎌形　碧惟 西村　羽奈
熊谷市立 江南南 小学校 馬場　亮弥 近藤　恵恋
熊谷市立 江南北 小学校 赤岩　拓郎 古谷　和代
秩父市立 花の木 小学校 井上　航太 吉田　琴音
秩父市立 西 小学校 児玉　幸萌
本庄市立 本庄東 小学校 井上　幸信 下田　芽音
本庄市立 本庄西 小学校 大井 梨々香
本庄市立 藤田 小学校 加藤　大輝 金井 明日美
本庄市立 仁手 小学校 海澤　惟穂
本庄市立 旭 小学校 村田 慎之介 茂木　里來
本庄市立 本庄南 小学校 中村　　晴 茂木　凜音　
本庄市立 中央 小学校 野枝　大夢 前原 沙來奈
本庄市立 児玉 小学校 インタル ジェイデン 田島　麻姫
本庄市立 金屋 小学校 菊池　和哉 國藤 萌々香
本庄市立 共和 小学校 中　　彩夏
深谷市立 明戸 小学校 右島　湧斗 笹井　陽南
深谷市立 幡羅 小学校 明戸　王翼 横田 莉央奈
深谷市立 深谷 小学校 髙木　　伶 飯塚　彩音
深谷市立 桜ヶ丘 小学校 竹ノ谷 優駕 本木　結萌
深谷市立 大寄 小学校 高田　翔太 萩原　　怜
深谷市立 藤沢 小学校 小林　弘典 丸橋　萌杏
深谷市立 深谷西 小学校 作田　智哉 横山　　穏
深谷市立 常盤 小学校 中林　優和 清水　陽和
深谷市立 八基 小学校 茂木　哲平 河合　虹星
深谷市立 上柴西 小学校 髙野　　遥 新井　夏乃
深谷市立 上柴東 小学校 池田 琳太郎 大澤　真心
深谷市立 豊里 小学校 権田　崇真 鈴木 埜乃花
深谷市立 岡部 小学校 菊池　祥志 愛甲 みづき
深谷市立 榛沢 小学校 木村　大和 飯野　心優
深谷市立 本郷 小学校 飯野　　輔 長谷川 あや香
深谷市立 岡部西 小学校 横山　大平
深谷市立 川本北 小学校 新井　律樹 関　葡乃実
深谷市立 川本南 小学校 丸橋　　心
皆野町立 三沢 小学校 遠藤　百華
小鹿野町立 長若 小学校 松井　　楓
小鹿野町立 三田川 小学校 猪野　ちひろ
美里町立 松久 小学校 丸山　湊大 上原　さくら
美里町立 東児玉 小学校 櫻澤　乃愛
美里町立 大沢 小学校 立川　隼大
神川町立 丹荘 小学校 四方田 泰我 四方田 美尋
上里町立 神保原 小学校 佐藤 さくら
上里町立 賀美 小学校 入澤　琉偉 中嶋　紗良
上里町立 長幡 小学校 相川　武蔵 相川　和葉
上里町立 七本木 小学校 渋澤　颯人 山田　瑠風
上里町立 上里東 小学校 清水　大翔 佐藤　虹果
寄居町立 寄居 小学校 山下部 優羽
寄居町立 桜沢 小学校 野口　空吾 小澤　心結
寄居町立 用土 小学校 福島 琥太郎 新井　愛來
寄居町立 男衾 小学校 𠮷川　英士 石川　真悠
行田市立 中央 小学校 横山　　悠 関口　穂波
行田市立 南 小学校 高橋　　快
行田市立 北 小学校 博田　陸斗 奈良　芽依
行田市立 星宮 小学校 岩田　百代
行田市立 太田西 小学校 白石　涼羽 スカトリニ マリアナ
行田市立 下忍 小学校 酒巻　龍生 栗藤　彩加
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行田市立 桜ケ丘 小学校 今野　綾人
加須市立 三俣 小学校 赤坂 大夢叶 栗山　　華
加須市立 大桑 小学校 関口 あおい 町田　そら
加須市立 志多見 小学校 城村　陽日
加須市立 大越 小学校 長谷川 舜之助
加須市立 花崎北 小学校 小板橋 侑利 鈴木　璃緒
加須市立 加須南 小学校 今野　悟志 松本　彩花
加須市立 騎西 小学校 森　　歩翔 佐藤 奈々夏
加須市立 田ケ谷 小学校 松村　大幹 荻野　心優
加須市立 種足 小学校 長谷川 礼温
加須市立 鴻茎 小学校 関口　空良 上野 七奈子
加須市立 北川辺西 小学校 橋本　太陽 増田　杏奈
加須市立 原道 小学校 伊藤　　桃 木村　瑞希
加須市立 豊野 小学校 田沼　寛太 田村 陽菜乃
春日部市立 粕壁 小学校 北　　悠希 池田　栞子
春日部市立 内牧 小学校 榎本　壮真 根岸　　楓
春日部市立 豊春 小学校 楠　　碧唯 荘野 友里愛
春日部市立 武里 小学校 松永　士武 井上　春菜
春日部市立 幸松 小学校 八木下 優夢 喜澤　奏梨
春日部市立 豊野 小学校 飯田　真大 清水　羚那
春日部市立 備後 小学校 臼井　　要 加川　愛海
春日部市立 八木崎 小学校 福田　貫太 濱田 ジョイ
春日部市立 牛島 小学校 利根川 聖羅 瀨﨑　蒼依
春日部市立 緑 小学校 松平　寿生 齋藤　凪由
春日部市立 上沖 小学校 川口　真叶 植田　優奈
春日部市立 正善 小学校 倉田　十羽 小林　　信
春日部市立 立野 小学校 長岡　煌輝 関口　愛菜
春日部市立 宮川 小学校 高橋　空楽 茂内 菜乃葉
春日部市立 藤塚 小学校 髙取 信太郎 千葉　芽依
春日部市立 小渕 小学校 磯貝　玲夢 阿部 美優羽
春日部市立 武里南 小学校 田村　唯人 戸田　遥菜
春日部市立 武里西 小学校 鈴木　将大 住友　瑠莉
春日部市立 江戸川 小学校 小山　颯汰 小口　美乃里
春日部市立 南桜井 小学校 伊藤 豊基マトンド 日高　和葉
春日部市立 川辺 小学校 長　　璃喜 関根　瑚都
春日部市立 桜川 小学校 伊藤　理桜 金子　実央
春日部市立 中野 小学校 栗原　元輝 奥羽　美羽
羽生市立 羽生北 小学校 笠原　羽大 春山　夏実
羽生市立 新郷第二 小学校 武井　壱哉
羽生市立 須影 小学校 井桁　大翔 五月女 亜樹
羽生市立 岩瀬 小学校 金子　　絢 浅田　結南
羽生市立 川俣 小学校 馬橋　大翔 村山　穂香
羽生市立 井泉 小学校 渡邉　唯人 沖田　美波
羽生市立 手子林 小学校 駒澤　依知 石井　佳穂
羽生市立 羽生南 小学校 太田　響喜 松井　美優
越谷市立 越ヶ谷 小学校 前田　拓磨 簗瀬　瑞花
越谷市立 大沢 小学校 阿部　寧央 片桐　佑理
越谷市立 新方 小学校 小平　悠輝 小笠原 菜月
越谷市立 桜井 小学校 中野　成登 桒原　心佳
越谷市立 大袋 小学校 吉澤　恵人 石垣 ひかり
越谷市立 荻島 小学校 廣岡　律輝 中川　　和
越谷市立 出羽 小学校 髙橋　天羅 池田　蓮花
越谷市立 蒲生 小学校 青木 寛太朗 菊池 ひかり
越谷市立 大相模 小学校 安井　翔生 田中　　悠
越谷市立 増林 小学校 鈴木　魁羅 西森　美月
越谷市立 川柳 小学校 鈴木　弦太 村上　海来
越谷市立 南越谷 小学校 髙山　由絃 袁　　靖佳
越谷市立 蒲生第二 小学校 仲原　悠翔 安藤　柚花
越谷市立 東越谷 小学校 北島　　逞 立岡　優奈
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越谷市立 大沢北 小学校 鈴木　結人 赤坂　美桜
越谷市立 大袋北 小学校 西本 真之介 政榮　　結
越谷市立 蒲生南 小学校 関根　　歩 江戸　　楓
越谷市立 北越谷 小学校 鈴木　真育 中島　梓沙
越谷市立 大袋東 小学校 小関 希琉亜 伊藤　璃音
越谷市立 平方 小学校 片岡　暖樹 青木　陽和
越谷市立 弥栄 小学校 木村 直太郎 藤井　　周
越谷市立 大間野 小学校 小山　蓮友 奥原　華蓮
越谷市立 宮本 小学校 原田　赳吾 小森　徠華
越谷市立 西方 小学校 森　　駿斗 鈴木　日埜
越谷市立 鷺後 小学校 矢野　志龍 高橋　歩花
越谷市立 明正 小学校 藤田　優柊 藤間　凛櫻
越谷市立 千間台 小学校 糸井　　涼 岡山　絵子
越谷市立 桜井南 小学校 榎本　彰馬 奈村　咲耶
越谷市立 花田 小学校 糠谷　俊太 武田　莉羽
越谷市立 城ノ上 小学校 清水　勇吹 成田　真央
久喜市立 久喜 小学校 稲木　康太 井口　梓沙
久喜市立 太田 小学校 長沢　優人 今村　果愛
久喜市立 江面第一 小学校 増田　颯士 倉田　優香
久喜市立 江面第二 小学校 内田　釉万
久喜市立 清久 小学校 渡井　悠斗 鈴木 瑛梨奈
久喜市立 本町 小学校 田村　竜吾
久喜市立 青葉 小学校 小嶋　恵大 田川　夏海
久喜市立 青毛 小学校 河内　優心 関根　彩花
久喜市立 久喜東 小学校 俵　　明夫 唐沢　空悠
久喜市立 久喜北 小学校 水嶋　斗和 栁生 なつき
久喜市立 菖蒲 小学校 加藤　大翔 樋口　心彩
久喜市立 小林 小学校 野川　　暖 野川　　碧
久喜市立 三箇 小学校 寺井　　輝 竹垣　美乃里
久喜市立 栢間 小学校 渡邉　優翔 飯塚　真彩
久喜市立 菖蒲東 小学校 川﨑　結仁 遠藤　優日
久喜市立 栗橋西 小学校 藤澤　佑大 植竹 陽菜乃
久喜市立 栗橋南 小学校 蓮見 飛雄麗 坂野　愛果
久喜市立 栗橋 小学校 石川　　翔 今泉　　曜
久喜市立 鷲宮 小学校 大瀬　悠斗 佐伯　美佳
久喜市立 桜田 小学校 石井　叶夢 岩下　佑真
久喜市立 上内 小学校 牧野　絢也
久喜市立 砂原 小学校 黒須　大希 圓子　紗由
久喜市立 東鷲宮 小学校 服部 信之介 内野　結葵
八潮市立 八條 小学校 土谷　斗真 金子　陽奈
八潮市立 潮止 小学校 土江　遼勇 原澤　梨乃
八潮市立 八幡 小学校 武藤　　至 川﨑　凜花
八潮市立 大曽根 小学校 前田　大和 長谷川 さくら
八潮市立 松之木 小学校 月村　俊也 宮田　楓花
八潮市立 中川 小学校 永松 蔵之介 飯島　志穂
八潮市立 八條北 小学校 金谷　祥樹 加藤　　環
八潮市立 大瀬 小学校 小池　皓大 小田桐 花菜
八潮市立 大原 小学校 竹川　　徹 内山　望叶
八潮市立 柳之宮 小学校 芳賀　　湊 森　　由羽
三郷市立 早稲田 小学校 桑野　璃空 宮脇 瑠璃芭
三郷市立 八木郷 小学校 加藤　煌己 髙遠　ゆめ
三郷市立 戸ヶ崎 小学校 小林　政仁 小林 さくら
三郷市立 彦成 小学校 久保　駿真 林　　愛奈
三郷市立 高州 小学校 金子　修樹 宇山　和花
三郷市立 吹上 小学校 南雲　優翔 遠藤　そら
三郷市立 桜 小学校 平野　龍空 飯島　葉和
三郷市立 鷹野 小学校 鈴木　啓太 篠田　紗良
三郷市立 新和 小学校 岡田　　空 香取　優夢
三郷市立 幸房 小学校 髙橋　俊吾 山上　香乃
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三郷市立 立花 小学校 﨑原　隆太 渡辺　果純
三郷市立 彦糸 小学校 三輪　駿太 髙田　沙都
三郷市立 前谷 小学校 田中　玲也 小野寺 芽衣
三郷市立 高州東 小学校 篠原　賢悟 酒井　麻愛
三郷市立 彦郷 小学校 柳井　海人 関根 莉々亜
三郷市立 丹後 小学校 和田　　樹 荒川 さくら
三郷市立 前間 小学校 押田　景太 木下　由菜
三郷市立 瑞木 小学校 束田　悠輔 小島　志帆
三郷市立 後谷 小学校 石毛　遙人 遠藤　璃音
蓮田市立 蓮田南 小学校 西村　宗史 齋藤 里緒菜
蓮田市立 蓮田北 小学校 上原　琉聖 冨永　果杏
蓮田市立 平野 小学校 安西　風政
蓮田市立 黒浜 小学校 渡辺　啓介 鍋谷　莉緒
蓮田市立 蓮田中央 小学校 北田　聖人 芹澤　夏海
蓮田市立 黒浜西 小学校 水戸部 陽菜 信太　唯李
蓮田市立 黒浜南 小学校 竹内　遥堆 外岡 あやな
蓮田市立 黒浜北 小学校 鈴木　　秋 斉藤　佑奈
幸手市立 幸手 小学校 内藤　有斗 大橋　　愛
幸手市立 権現堂川 小学校 稲葉　駿太 内藤　巴海
幸手市立 上高野 小学校 渡部　智義 阿部　汐里
幸手市立 吉田 小学校 芦葉　泰斗
幸手市立 八代 小学校 大島　奈暉
幸手市立 長倉 小学校 土屋　璃空 森　　陽向
幸手市立 さかえ 小学校 鳩貝　文哉 山科　琴葉
幸手市立 さくら 小学校 田沼　雄士 元永 沙千枝
吉川市立 吉川 小学校 生田目 博之介 熊谷　莉桜
吉川市立 旭 小学校 桜井　礼大 生貝　乙葉
吉川市立 三輪野江 小学校 倉本　健二 豊田　莉々
吉川市立 関 小学校 遠藤　清流 小林　愛果
吉川市立 北谷 小学校 守田　圭吾 小林　瑠菜
吉川市立 栄 小学校 岡田 健太郎 中村　和奏
吉川市立 中曽根 小学校 藤井　悠良 鈴木　妃奈
吉川市立 美南 小学校 飯田　匠泉 中島　璃奈
白岡市立 篠津 小学校 石田　敬太 松本　沙南
白岡市立 菁莪 小学校 曽我　陸斗 森　　聡美
白岡市立 大山 小学校 大橋　　迅 伊藤　心愛
白岡市立 南 小学校 川嶋　裕翔 川村　陽乃
白岡市立 西 小学校 池田　佳陽 竹村　千暖
白岡市立 白岡東 小学校 熊井　漣志 小野 日菜子
宮代町立 須賀 小学校 門井　宏樹 小林　愛唯
宮代町立 百間 小学校 加藤　柊星 関　未呂菜
宮代町立 東 小学校 増山　勇翔 水野　寧々
宮代町立 笠原 小学校 須藤　欧輔 小林　那奈
杉戸町 杉戸 小学校 浦壁　悠人 竹内　　爽
杉戸町 杉戸第三 小学校 豊田　涼太 関　　美友
杉戸町 西 小学校 和田　成未 山口　萌々
杉戸町 杉戸第二 小学校 西山　快琉 森田　愛徠
杉戸町 泉 小学校 坂田　大地 前川　結乃
杉戸町 高野台 小学校 長谷　壱丸 山本　菫

松伏町立 松伏 小学校 渋江　琉生 佐々木 彩花
松伏町立 金杉 小学校 神谷　太智 畑野 美彩夏
松伏町立 松伏第二 小学校 江田　舞桜 内田　　葵

小学校 髙木　隆成 髙田 あゆ子
小学校 田島　綾人 木村　百伽
小学校 高野　　翠星野学園

埼玉大学教育学部附属
さとえ学園


