
通し番号 賞区分 お名前 タイトル

1 埼玉県知事賞 太田 遥子 身近にマイスター☆のいるまち浦和

2 埼玉県教育委員会教育長賞 奥田 愛嘉 旧大井町　「みち」でみんなが元気なまち

3 埼玉県住まいづくり協議会会長賞 佐藤 友芽 ものづくりのまち川口市～職人プライドが生み出す川口ブランド～

4 埼玉県住まいづくり協議会会長賞 金井 一真 ここは生き物いっぱい子供の楽園巾着田

5 審査委員長賞 南雲 花菜 鴻巣の８つの日本一

6 審査委員長賞 後藤 優斗 自然がいっぱい　小川町

7 優秀賞 白川 静楓 歩いて見て　タイムトラベル！？～小江戸川越～

8 優秀賞 田村 百有愛 お年寄りに優しいまち～さいたま市南区～

9 優秀賞 畑田 菜々子 竜が見守るさいたま市のふるさと[見沼の竜伝説]

10 優秀賞 松波 智也 １０区　さいたま市の賑わう桜の名所❀Ｂ級グルメ❀伝統行事❀イベント楽しいまち

11 優秀賞 山下 夏実 スーパーざんまい～さいたま市南区～

12 優秀賞 伊藤 ゴウ 私の街を通る中山道について

13 優秀賞 下舘 颯介 うらわだヨ　全印集合

14 優秀賞 砂川 友里 パワースポット in さいたま

15 優秀賞 川西 涼太 古き良き伝統・五家宝に迫る！ in 熊谷

16 優秀賞 君島 光 中山道 in 熊谷

17 優秀賞 西澤 凜 なるほど・ザ・星川！！

18 優秀賞 佐原 真英 心安らぐ加須風景

19 優秀賞 柴﨑 美有 百花繚乱　鴻巣市

20 優秀賞 末光 乃愛 鴻巣市～花かおり　緑あふれ　人輝くまち～

21 優秀賞 髙橋 果恋 魅力の街深谷

22 優秀賞 細井 美侑 おいでよ！白岡市

23 優秀賞 井口 雅仁 草加せんべいを片手に松尾芭蕉と旅しませんか？

24 優秀賞 金川 心美 特盛！川越の見どころ

25 優秀賞 外岡 あやな 自然がいっぱい！！！「蓮田グラム」

26 優秀賞 長谷川 美波 町民の皆で創る伊奈町

27 優秀賞 新井 もらな 自然×笑顔があふれる町・嵐山町

28 優秀賞 強瀬 ゆみ 嵐山といえばこの神社！

29 優秀賞 齋藤 心々 嵐山町に訪れるならココ！！！

30 優秀賞 長谷部 久乃 自然豊かで住みやすい嵐山町

31 優秀賞 福田 千夏 “ちょうど良い”田舎な嵐山町

32 優秀賞 松本 亮太 ～今に引き継ぐ～ＲＡＮＺＡＮの魅力

33 優秀賞 村田 桃香 嵐山町

34 優秀賞 新井 千尋 皆野～自然と伝統の町～

35 優秀賞 島貫 碧大 小手指町には公園がいっぱい

36 優秀賞 斎藤 美桜子 子どももにんじんも野火野火そだつ！！in新座

37 協賛企業賞 長田 真奈 バスのまち　さいたま市中央区

38 協賛企業賞 加藤 あい 便利がたくさん！！川口市

39 協賛企業賞 紺野 淳成 スポーツのまち「浦和」

40 協賛企業賞 髙田 采実 自然の中で心も体もリフレッシュ～in川口～

41 協賛企業賞 林 桃亜 浦和　うなぎの町

42 協賛企業賞 齋藤 澄弥 まだまだ大自然！！地産地消！！七里周辺

43 協賛企業賞 鈴木 康裕 Minuma de Vacances

44 協賛企業賞 中村 悠右登 憩いの見沼

45 協賛企業賞 渡辺 詩乃 いいな川口

46 協賛企業賞 小宮山 凛花 かくれたオアシス　小さな自然　緑のまち浦和

47 協賛企業賞 鹿野 ひなた 熊谷１の買い物スポット熊谷駅ショッピングモール

48 協賛企業賞 炭谷 律　 熊谷　うちわ祭り

49 協賛企業賞 太田 こむぎ 良いところたくさん！～加須市～

50 協賛企業賞 山本 獅子 僕が自慢したい加須自慢

51 協賛企業賞 窪川 七望 レンガの街深谷

52 協賛企業賞 菅原 みなも 花があふれる深谷

53 協賛企業賞 福井 あかり 花の街深谷

54 協賛企業賞 椎橋 柚芽 来て見て巾着田！！

55 協賛企業賞 石川 葉 ＹＯＵは何しに日高市へ？～渋沢栄一と日高～

56 協賛企業賞 成澤 賢哉 日高市のせっかくグルメ

57 協賛企業賞 池田 佳陽 梨のまち　白岡

58 協賛企業賞 上本 瑞稀 知ってほしい！日進駅！

59 協賛企業賞 西澤 里紗 春日部の橋、未来に架ける～真夏の大冒険～

60 協賛企業賞 西本 季織 上尾を遊びつくそう！

61 協賛企業賞 飯島 愛花 嵐山町紹介ツアー！

62 協賛企業賞 市川 翔子 ド田舎　嵐山町

63 協賛企業賞 船戸 琉愛 自然と歴史のまち嵐山

64 協賛企業賞 池松 菜々花 宮代町の歴史ある神社

65 協賛企業賞 林 陸斗 はじめまして　ひろ田

66 協賛企業賞 池田 楓花 まちを守る！信号機

67 優秀団体賞 埼玉大学教育学部附属中学校

68 優秀団体賞 熊谷市立富士見中学校

69 優秀団体賞 宮代町立百間中学校
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