
通し番号 賞区分 姓 名 タイトル

1 埼玉県知事賞 嶋﨑 結衣 ガチャガチャで巡る上尾伝説

2 埼玉県教育委員会教育長賞 木津谷 優生 どっちが川口⁉川口で旅気分を味わおう

3 埼玉県住まいづくり協議会会長賞 大湊 丈瑠 電車が人と夢を運ぶまち‼（さいたま市で駅が一番多い区 北区）

4 埼玉県住まいづくり協議会会長賞 奥田 愛嘉 視覚で感じる旧大井町の歴史　～川越街道は何を語る～

5 審査委員長賞 阿部 こころ 史跡と自然の多い街　新井宿

6 審査委員長賞 須藤 歌織 日本一ありがとうがあるまちへ　さいたま市

7 優秀賞 髙橋 千里 そうだ　深谷駅へ行こう

8 優秀賞 石坂 杏音 昔のみぬまにタイムスリップ！

9 優秀賞 南原 和輝 今と昔がどうじにかんじられる街

10 優秀賞 冨永 舞 みんなに優しいまち　川口市

11 優秀賞 花村 慶一郎 さいたまのマンホール大集合！

12 優秀賞 黒澤 采未 北本の歴史

13 優秀賞 砂川 友里 artな町うらわ

14 優秀賞 樽見 夢奈 熊谷市ご当地グルメ探索

15 優秀賞 竹尾 心晴 伊奈いいな ～５W１Hで分かる伊奈町の魅力～

16 優秀賞 竹内 美咲 浦和プチ観光へようこそ！ ～歴史・文化・芸術の町をご案内します！～

17 優秀賞 矢崎 陽大 今も残る城下町　小江戸川越

18 優秀賞 大津 はる 草加の伝統産業　藍染

19 優秀賞 鈴木 康裕 埼京線に乗って！

20 優秀賞 白川 静楓 来たれ北浦和

21 優秀賞 小宮 凜子 みどりとともに生きるまち  北本市

22 優秀賞 松本 麻優里 歴史と文化のまち　浦和区

23 優秀賞 近松 薫 大きな木の育つまち浦和

24 優秀賞 谷口 來花 森林公園のある町　滑川町　ふるさとMAP

25 優秀賞 永見 祐稀 日本一熱い熊谷の祭り

26 優秀賞 麓 美海 特産物にあふれた町　伊奈町

27 優秀賞 石井 遥 与野をめぐる！七福神

28 優秀賞 倉本 杏乃花 学んで！感じて！味わって！楽しむまち　熊谷

29 優秀賞 佐藤 友芽 川口九社詣勾玉巡りで川口市の魅力いっぱいおすすめスポット紹介

30 優秀賞 佐々木 遥翔 情緒溢れるまち　岩槻

31 優秀賞 佐藤 希乃花 行田市の誇るべき日本遺産‼

32 優秀賞 齊藤 理彩 見て癒される盆栽村

33 優秀賞 井料 柚香 魅力たっぷりなまずの里　吉川

34 優秀賞 竹田 明香里 上尾市の自然×都会　～最高のサイクリングロード～

35 優秀賞 櫛田 恋音 自然に囲まれた町「行田市」

36 優秀賞 植野 百花 自然と文化豊かな街　北本市

37 協賛企業賞 羽田 安寿 いいとこいっぱい‼「熊谷市」

38 協賛企業賞 岡田 紗佳 川口市　すてきなところを調べてみた

39 協賛企業賞 岡田 佳音 生活しやすい街　川口市

40 協賛企業賞 杉浦 章仁 さいたま市北区宮原町

41 協賛企業賞 濱田 郁親 埼玉県の新星　さいたま新都心

42 協賛企業賞 清水 優太 歴史ある行田の今に迫る

43 協賛企業賞 塩見 優波 安心してウォーキングが楽しめるまち東大宮　～歴史と自然を感じながら～

44 協賛企業賞 富田 陽依 友情深まる宮代町

45 協賛企業賞 杜 師瑶 「吉川市に来て、なまず食わずなかれ」

46 協賛企業賞 篠原 由侑翔 SDGsの町in宮代

47 協賛企業賞 下田 美心 自然と歴史を楽しむ秩父市の神社巡り

48 協賛企業賞 倉野 琉衣 ムサシトミヨが生息する街　熊谷

49 協賛企業賞 堀 ななみ 鴻巣の祭り　～みんなの伝統を受け継ぐ町～

50 協賛企業賞 陶山 結 引越しは川口市‼

51 協賛企業賞 渋沢 綺夏 OK（オッケー）桶川‼

52 協賛企業賞 丸田 帆栞 吉川市と私の周りのSDGs！

53 協賛企業賞 日野原 嘉乃 面白くて役立つさいたま市のベンダーたち

54 協賛企業賞 白石 陽菜乃 ３世代で楽しむ川口～全ての世代が楽しめる街～

55 協賛企業賞 川島 有紗 子どものための～幸せと魅力がいっぱい～滑川町

56 協賛企業賞 小笠原 陽咲 自然豊かで便利な吉川

57 協賛企業賞 田山 愛生 上尾市ケーキマップ

58 協賛企業賞 小宮山 凜花 変わらぬ自然と憩いの場　浦和

59 協賛企業賞 齊藤 要太 本で幸せになれる町　さいたま市

60 協賛企業賞 最上 愛子 歴史を感じられるまち熊谷市～歴史建造物～

61 協賛企業賞 笹嶋 優起 宮代町のシンボル東武動物公園の３つの魅力

62 協賛企業賞 髙橋 陽向 浦和の鰻と歴史と伝統

63 協賛企業賞 栗澤 実優 我が町誇りのハッピーワールド

64 協賛企業賞 遠藤 和佳子 安心・安全・活気があるまち浦和！

65 協賛企業賞 根岸 文香 歴史あふれる格式高い武蔵一宮氷川神社 in 大宮

66 協賛企業賞 関口 敬太 歴史と自然あふれる町　行田

67 優秀団体賞

68 優秀団体賞

69 優秀団体賞

埼玉大学教育学部附属中学校

吉川市立吉川中学校

草加市立谷塚中学校
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