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活躍する東北っ子たち特集
◇読売新聞ひろば掲載

１月２３日（テーマ：ふるさと）５年生 青葉さくら「祖母思い復興支援」

１月３０日（テーマ：秘密） ４年生 太田和希「母と祖母の干支」

２月 ６日（テーマ：気になる）６年生 川島美羽「チョコ渡す親友」

２月１３日（テーマ：雪） ６年生 桒田悠翔「滑り台で友達に」

２月２０日（テーマ：ワクワク）６年生 新屋結子「豪への短期留学」

２月２７日（テーマ：おにぎり）５年生 小澤奏太「風邪の母 笑顔に」

３月 ６日（テーマ：卒業） ６年生 坂下真緒「６年間使った筆箱」

３月１３日（テーマ：びっくり）１年生 藤井 花「夜の合宿所で音」

◇読売新聞ジュニア文芸掲載

１２月２３日 作文 ６年生 三上さくら「勇気を下さい」

１月２６日 作文 ６年生 三宅はる香「この１年の目標」

俳句 ６年生 峯村 蘭 大丈夫今日は夜更かし大晦日

２月２４日 詩 ５年生 田中結花 「命」

◇埼玉新聞けやき掲載 ３月１１日（テーマ：大震災８年）

６年生 石井玲緒「自助と共助が人救う」 新屋結子「この先も支援に努力」

坂下真緒「命を守ることの意味」 平林夏美「時間が止まった瞬間」

◇第２５回小中学生俳句コンクール

朝日新聞奨励賞（学校賞） 東北小学校５６年生

朝日新聞さいたま総局長賞 ５年生 神田藍璃 打ち水がピシャっと声をあげている

入選 ５年生 保坂珠希 風吹けば大合唱の風鈴屋

後藤雅貴 夜の川ホタルでいっぱいうめつくす

大泉舞由 いつのまに水着のあとがくっきりと

一條亜蓮 ひるねはね僕らにとって天国だ

木村悠雅 夏の川浅瀬に鯉をおいこめり

田中 葵 水泳のヒントを探す金魚ばち

６年生 岡田桃花 風鈴と風が遊んで合唱中

峯村 蘭 そっくりだトマトと私ほっぺたが

伊藤大翔 水鉄砲四方八方狙い撃ち
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◇新座市ロードレース大会

１２年生親子の部 第７位 髙橋英佑 第１０位 谷藤隼大

５年生男子の部 第４位 三枝蒼大

６年生男子の部 第３位 谷藤大和

６年生女子の部 第３位 大 恋波

◇埼玉県書きぞめ展覧会

優良賞 ３年生 金和美月 ４年生 澤田真由

◇埼玉県書きぞめ展覧会新座支部審査会

特選 ５年生 保坂珠希

入選 ３年生 高石青奈 髙橋芽生 角 菜々実

有村拓海 森泉夏帆 岸 里穂菜 三浦はるか

４年生 藤田陽愛 髙田愛弓 寺嶋美結

増子真桜 山﨑桃叶 山内彩乃 藤宮徹平

５年生 山本萌叶 柳沼柊吏 八嶋咲月 正久愛奈

三橋もえ 神田藍璃 田中結花

６年生 石黒綾乃 新藤芽依 鶴田涼美 藤田琉那 川島美羽 矢澤みのり

◇第１２回『私とみんてつ』小学生新聞コンクール

努力賞 ６年生 新藤芽依

東武鉄道賞（学校団体賞）６年生

◇埼玉県児童生徒美術展

特選 ２年生 吉田八咲 １年生 河 珠理

入選 １年生 矢野陽大 小林慶雲 荒井心温

２年生 遠藤勇翔 髙室陽菜 早川璃子 本多虎太郎

３年生 川添詩花 池田悠晴 春田結衣 三浦はるか

４年生 藤田陽愛 瀧島新太 鈴木諒介 清水ひなの

５年生 小澤奏太 豊島菜央 泉 沙友理 鎌田あやめ

６年生 内田萌蘭 樽見和樹 小山誠士郎

◇新座市体育協会優秀選手賞

６年生 種岡紗彩 有村凪紗 ５年生 渡辺一之佑

◇埼玉県体育優良児童 ６年生 大 海瑠 種岡紗彩

◇埼玉県産業教育振興会善行児童表彰 ６年生 新屋結子

◇埼玉県教育委員会優秀児童表彰 ６年生 川島美羽

◇副読本「みんな大好き！日本のくだもの」２０１８年度作文・新聞コンクール

全国柑橘消費拡大協議会会長賞 ６年生 新藤芽依

新聞賞 ６年生 平林夏美 矢澤みのり 秋山夏実 三宅はる香



◇土砂災害防止に関する絵画・作文コンクール

小学校絵画の部 奨励賞 西野裕賀

小学校作文の部 奨励賞 泉 沙友理

◇朝霞班小学校体育連盟水泳記録会

女子４×２５ｍリレー １分０６秒５ 大会新記録

石川七夢（６年） 本郷陽香（５年） 谷内絢音（６年） 豊島菜央（５年）

◇新座市なわとびオリンピック

短縄連続跳び

６年生の部 第１位 新屋 結子 ５年生の部 第９位 本郷 陽香

２年生の部 第６位 新屋 貴隆 １年生の部 第１０位 曽根明日菜

短縄連続二重跳び

６年生の部 第６位 新屋 結子 ５年生の部 第７位 増川 碧

４年生の部 第４位 塚野 広大 第１０位 河 賢秀

３年生の部 第４位 吉田 琉星

長縄連続跳び４年大編成 第１位 ４年４組 第２位 ４年１組

長縄連続跳び５年大編成 第２位 ５年１組

連続８の字跳び５年大編成 第５位 ５年１組

連続８の字跳び５年小編成 第４位 ５年１組

連続８の字跳び６年小編成 第５位 ６年３組

ダブルダッチ（跳ぶ役３名＋回し手２名）

跳んだ人 回し手

第１位 市新記録 大西恋波 本郷陽香 須藤明実 種岡紗彩 越智ゆきの

第３位 大西恋波 本郷陽香 須藤明実 種岡紗彩 三上さくら

第１０位 大西恋波 三上さくら 有村凪紗 種岡紗彩 越智ゆきの


