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活躍する東北っ子たち特集
◇身体障害者福祉のための児童生徒美術展入選

１年生 河 珠理 高瀨甘奈 森家萌心 阿夛 恵

２年生 入倉 晴 田中莉羽 中久木謙太 山本圭悟 猪股里紗 三堀友愛 荒金柚羽

３年生 田中愛花 坂下七海 増田椛穂 矢部宏樹 髙田理桜

４年生 土田桃子 山口心暖 川口幸祐 中 智葉

５年生 増川 碧 上野琴音 笠倉時斗 浅野悠真 古寺穂乃花 原口唯楓

６年生 新藤芽依 土田さくら 藤田琉那 坂下真緒 三宅はる香

◇読売新聞ひろば掲載

８月２２日（テーマ：夏の思い出）６年生 石川七夢「宿題と格闘中」

８月２９日（テーマ：うっかり） ６年生 平林夏美「猫のしっぽ踏む」

８月２９日（テーマ：うっかり） ５年生 正久愛奈「百人一種の覚え方」

９月 ５日（テーマ：好きな店） ５年生 三枝蒼大「和菓子屋の美しさ」

９月１２日（テーマ：熱） ６年生 坂下真緒「夢中でダンス練習」

９月２６日（テーマ：台風） ５年生 井上暖大「自転車押して帰る」

１０月 ３日（テーマ：運動会） ３年生 小峰咲希「クラス競技で特訓」

１０月１０日（テーマ：迷いました）６年生 石黒綾乃「音楽会の楽器選び」

１０月１７日（テーマ：山） ５年生 千葉遥叶「家族で一歩一歩」

１０月３１日（テーマ：川） ５年生 田口優衣「事故ないよう準備」

１１月 ７日（テーマ：時間） １年生 椎木花音「水泳あっという間」

１１月２１日（テーマ：歌） ５年生 原口唯楓「親友を思い合唱」

１１月２８日（テーマ：紅葉） １年生 佐藤千之介「黄色の次は何色？」

１２月 ５日（テーマ：片付け） ６年生 矢澤みのり「気づかぬ間に没頭」

◇読売新聞ジュニア文芸掲載

７月２９日 俳句 ２年生 入倉 晴 ピカピカだ ぼくの育てた ピーマンは

短歌 ６年生 日置 咲

友と見る 夏の花火の 美しさ 今宵の空に ひかり輝け

８月２６日 俳句 ５年生 増川 碧 衣替え なんだか服が 小さいな

１０月２８日 俳句 ６年生 内田萌蘭 さらさらと 芒（すすき）の海に 波が立つ

１１月２５日 作文 ６年生 平林夏美 市内音楽会への思い

◇第２９回荒川図画コンクール テレビ埼玉賞 ４年生 市川小麦
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◇第３回「税に関する絵はがきコンクール」 朝霞税務署長賞 ６年生 新藤芽依

◇第４３回新座市小学生陸上競技大会（６年生の大会）

女子６０ｍハードル 第１位 種岡紗彩 第８位 坂下真緒

男子６０ｍハードル 第６位 伊藤大翔

女子１００ｍ 第９位 新屋結子

男子１００ｍ 第２位 廣瀬光稀 第５位 伊東 航 第９位 大野湊翔

女子８００ｍ 第７位 有村凪紗 第９位 内田萌蘭

男子１０００ｍ 第４位 谷藤大和 第５位 髙木慎吾

女子走幅跳 第４位 岡田桃花

男子走幅跳 第２位 大 海瑠 第４位 林直孝

女子走高跳 第１位 大 恋波

男子走高跳 第２位 藤井章伍 第６位 石井玲緒

女子ボール投げ 第１位 菅野愛姫 第１０位 髙橋美咲紀

男子ボール投げ 第１位 桒田悠翔 第４位 根岸潤生

女子４×１００リレー 第２位 有村凪紗・種岡紗彩・大 恋波・新屋結子

男子４×１００リレー 第４位 林 直孝・廣瀬光稀・大 海瑠・伊藤大翔

◇郷土を描く美術展

特選 １年生 ヴァレ侑吾 ２年生 大坪眞歩

６年生 小山誠士郎 三宅はる香

入選 １年生 島田新太 宮崎絢香 ２年生 根岸昂雅 猪俣里紗

３年生 岸 智敦 沼 ひかり ４年生 沼 惇太 吉田弥音

５年生 田端希々花 野村俊太 野村ひかり

◇新座市人権標語

標語部門入選 ５年生 千葉遥叶

作文部門入選 ６年生 土田さくら

◇新座市市民祭り 小学生俳句コンクール

優秀賞 ６年生 矢澤みのり 箸かまえそうめん流し目が光る

５年生 塩路未来 友達と浴衣見せ合い縁日へ

４年生 瀧栁直賢 台風がどこに行っても追って来る

奨励賞 ２年生 中村佑都 たのしみだじぶんでほったいものあじ

４年生 野島実生 とんぼがね恋をしている池の上

佳 作 ４年生 奥村柚希 しゃぼん玉中に入って飛びたいな

４年生 山口心暖 梅雨がきた雨のひとつぶ音となる

５年生 石渡 陽 浴衣着て心がおどる夜になる

◇第４９回市村アイデア賞佳作 ６年生 矢澤みのり

◇朝霞班児童生徒発明創意くふう展入選

１年生 田中心結 ３年生 葛西俊友 中嶋芽生

４年生 市川小麦 ５年生 西面晴花

◇メトロ児童絵画展 奨励賞 ５年生 笠倉時斗 ３年生 池田悠晴 １年生 齊藤義人



◇第１４回埼玉住み心地の良いまち大賞

優 秀 賞 ６年生 新藤芽依 鶴田涼美 三宅はる香 矢澤みのり

協賛企業賞 ６年生 秋山夏実 北見柊征 田中雅久 土田さくら

◇新座市市民陸上大会

１年女子５０ｍ 第２位 山本真鈴

２年女子５０ｍ 第１位 増川 菫 第７位 小川佳音

３年男子８０ｍ 第８位 尾﨑羚王

５年女子１００ｍ 第４位 増川 碧

５年男子１００ｍ 第８位 川端優二

６年女子１００ｍ 第２位 種岡紗彩 第３位 新屋結子

６年男子１００ｍ 第５位 大野湊翔

５年女子８００ｍ 第１位 本郷陽香 第３位 田中 葵

５年男子８００ｍ 第３位 谷井紳悟

６年女子８００ｍ 第２位 大 恋波 第６位 菅野愛姫

６年男子８００ｍ 第１位 谷藤大和 第３位 寺内光太郎 第５位 石原 壮

女子４×１００ｍR 第１位 新屋結子・種岡紗彩・大 恋波・増川 碧

男子４×１００ｍR 第２位 谷井紳悟・大野湊翔・谷藤大和・川端優二

◇第１５回新座市子ども暗唱・弁論大会

暗唱の部 優秀賞 １年生 有馬実央

優良賞 １年生 髙木昌季 ２年生 加藤光彩 髙室陽菜

３年生 坂下七海 岸 里穂菜 ４年生 宮野優里 山本若奈

５年生 笠倉時斗 三枝蒼大

弁論の部 優良賞 ６年生 新屋結子

◇新座市小学生駅伝大会 ※男女とも１区のみ１９５０ｍ ２区以降は１７５０ｍ

男子の部 優勝 ４２分３３秒 女子の部 ４位 ４８分１７秒

区間 名前（学年） サブ 区間 名前（学年） サブ

１区 寺内光太郎（６） 樽見和樹（６）１区 田中 葵（５） 青木胡楽（６）

２区 林 直孝（６） 区間賞 金和晴己（６）２区 大 恋波（６） 石黒綾乃（６）

３区 谷藤大和（６） 区間賞 坂井直人（５）３区 種岡紗彩（６） 鶴田涼美（６）

４区 谷井紳悟（５） ４区 坂下真緒（６）

５区 石原 壮（６） 区間賞 ５区 菅野愛姫（６）

６区 阿部龍大（５） 区間賞 ６区 本郷陽香（５）

７区 大 海瑠（６） 区間賞 ７区 新屋結子（６）

区間賞（スポーツ少年団からの出場）男子４区 髙木慎吾（６） 女子６区 紺野世奈（５）

◇新座市科学教育振興展覧会

優秀賞 ５年生 後藤 羚

優良賞 ５年生 谷井紳悟

出 品 ６年生 越智ゆきの 星野あかり ５年生 河野祥大 宮田莉桜 野村俊太

３年生 髙木詩太 髙橋綾人 ２年生 菊地忠慶

◇「WE LOVE トンボ」絵画コンクール ５年生の部銀賞 笠倉時斗



◇未来に残したい野火止用水の風景

大 賞 ３年生 服部 麦

優秀作 ３年生 菊地一葉

佳 作 ６年生 上田綾菜

◇新座市水泳記録会（学年）

【男子】

２５ｍ自由形 第２位 石原 壮（６）第６位 鳥塚建吾（５）

５０ｍ自由形 第４位 鳥塚奏吾（５）第５位 戸澤大翔（６）

１００ｍ自由形 第３位 樽見和樹（６）

５０ｍ平泳ぎ 第１位 樽見和樹（６）第６位 古賀旭陽（６）

１００ｍ平泳ぎ 第１位 本庄祐翔（５）

２５ｍ背泳ぎ 第４位 戸澤大翔（６）

５０ｍ背泳ぎ 第２位 鳥塚奏吾（５）第５位 鳥塚建吾（５）

４×２５ｍＲ 第１位 樽見和樹（６）石原 壮（６）鳥塚奏吾（５）鳥塚建吾（５）

第４位 本庄祐翔（５） 古賀旭陽（６）沼 惇太（４）小澤奏太（５）

【女子】

５０ｍ自由形 第２位 石川七夢（６）第３位 豊島菜央（５）第５位 吉村陽愛（４）

１００ｍ自由形 第１位 谷内絢音（６）第２位 本郷陽香（５）

２５ｍ平泳ぎ 第２位 田中 葵（５）第５位 佐藤花奈（４）第７位 内田萌蘭（６）

５０ｍ平泳ぎ 第１位 本郷陽香（５）第５位 須藤明実（５）第７位 後本藍花（６）

２５ｍ背泳ぎ 第２位 田中 葵（５）第７位 山本彩楓（６）

５０ｍ背泳ぎ 第２位 谷内絢香（６） 豊島菜央（５） （同タイム）

４×２５ｍＲ

新座市新記録第１位 石川七夢（６）本郷陽香（５）谷内絢音（６）豊島菜央（５）

第４位 吉村陽愛（４）田中 葵（５）須藤明実（５）種岡紗彩（６）

第７位 山本彩楓（６）紺野世奈（５） 野遥菜（６）澤田真由（４）

◇明るい選挙啓発ポスター（６年生）

入選 下村絃騎 根岸潤生 石黒綾乃 鈴木結宇

佳作 石原 壮 高橋美咲紀 髙木慎吾 新井遥翔 種岡紗彩

◇新座市市内音楽会出場 ６年３組

◇埼玉県PTA連合会家庭で話そう！我が家のルール・家族のきずな・命の大切さ「三行詩」

佳作 ４年生 中谷美来

◇インスタントラーメン小学生レシピコンクール首都圏大会出場

６年生 峯村 蘭

◇薬物乱用防止啓発ポスターコンクール

埼玉県薬剤師会長賞 ６年生 新藤芽生 西村一希 星野珠璃

◇新座市読書感想文コンクール入選

課題図書の部 １年生 河尻彩伽 ４年生 土谷成太朗 ５年生 笠倉時斗

自由図書の部 ２年生 鵜嶋祐里 ３年生 仲川和花 ６年生 戸澤大翔


