
最　優　秀　賞

氏　名 小学校名

青木　望華 西小学校 捨てる前 資源になるか 考えよう

優　秀　賞

氏　名 小学校名

堀江　紗羅 秩父第一小学校 意しきして 家族みんなで リサイクル

前野　陽向 秩父第一小学校 まず知ろう ごみの分別 方法を

鈴木　麻琴 花の木小学校 リサイクル ごみがへんしん もういちど

宮内　杏緒 花の木小学校 リサイクル 未来のわたしの プレゼント

井上　史登 花の木小学校 リサイクル その心がけ ゴミへらす

田代　琉成 西小学校 もったいない つぎのみらいへ リサイクル

柿澤　花菜 西小学校 すてないで！ うまれかわって また会おう

山中　葵葉 南小学校 もったいない すてるまえに 考えよう。

強矢　小春 原谷小学校 君ならできる ゴミの分べつ リサイクル

福島　彩生 久那小学校 リサイクル わたしができる お手つだい

島﨑　亜弥乃 高篠小学校 リサイクル 未来が変わる 思いやり

川浦　魁恵 大田小学校 まだ使おう 地球のための リサイクル

永田　雄一 大田小学校 買いすぎて 食べきれないよ きげん切れ

落合　琉生 影森小学校 取りくもう みんなできょうりょく エコ活動

若林　來輝 影森小学校 今できる みんなもできる リサイクル

新井　ほのみ 吉田小学校 リサイクル 地球にできる おんがえし

柴﨑　大弥 吉田小学校 「ありがとう」 かんしゃのきもちで リサイクル

竹内　莉音 吉田小学校 いまやろう みらいのために リサイクル

加藤　よつ葉 横瀬小学校 リサイクル あなたのひと手間 大きなこうか

鈴木　優衣花 横瀬小学校 考えて　 ゴミかしげんか もういちど

中野　愛 皆野小学校 ごみの分別 わたしにもできる 大事な仕事

根岸　未来 皆野小学校 「いりません」 未来を変える あい言葉

新井　響 三沢小学校 もう一度 使える工夫と すてない気持ち

山口　菜穂子 長瀞第一小学校 リサイクル 地球にやさしい お手伝い

髙橋　蒼生 両神小学校 分べつで ゴミをへらそう 未来のために

山中　結楽 両神小学校 リサイクル ごみをへんしん まほうだね
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佳　　　作

氏　名 小学校名

嶋﨑　穂高 秩父第一小学校 ペットボトル きれいに洗って リサイクル

清水　翔俊 秩父第一小学校 分別は　 地球の未来 守るため

矢島　星弥 秩父第一小学校 まぜないで 分ければそれも しげんだよ

塚越　美羽 花の木小学校 協力し SDGｓで 再利用

渡部　力斗 花の木小学校 ひろおう！ゴミ リサイクルしようゴミ 減らそうゴミ

黒沢　まゆ 花の木小学校 できたかな ごみの分別 だいじだよ

大野　琉生 西小学校 リサイクル 未来の地球 守るため

滝澤　華 西小学校 食べ物を むだなく食べて 食品ロス

間庭　悠 西小学校 リサイクル すてることよりも つかう知え

新井　春陽 西小学校 ほしいけど いらないものは、 買わないよ

新井　美陽 西小学校 リサイクル ちきゅうのみらい まもりたい

新井　悠仁 西小学校 エコバッグ 買い物するとき わすれずに

土橋　蘭 西小学校 買い物で レジ袋はNO マイバッグ

濵田結菜 西小学校 かんがえて 買うものへらし ごみへらす

日向　凛 西小学校 分別は 地球の未来 つないでく

倉林　杏莉 南小学校 ゴミ出しも 感染たいさく 思いやり

下山　華音 南小学校 すぐすてない リサイクルできるか 考えて

末弘　春水 南小学校 ぼくの服 着れなくなっても 働ける

前田　心也 南小学校 かんビール パパが飲んだら ぼくあらう。

黒澤　杏奈 尾田蒔小学校 いしきしよう ごみのぶんべつ リサイクル

町田　康生 尾田蒔小学校 考えよう 今ある資源を 大切に

八木　彩巴 尾田蒔小学校 それつかう？ ひつようないなら いらないよ

大久保　星音 原谷小学校 リサイクル 努力一つで 変わる未来

宮下　莉歩 原谷小学校 ポイすては 地球がかなしむ いけないよ

吉澤　夏華 原谷小学校 選ぶとき 考えてみて 食品ロス

内田　羽夜音 原谷小学校 今かえる 地球の未来 リサイクル

関根　月叶 原谷小学校 ゴミじゃない うまれかわるよ リサイクル

町田　櫂斗 原谷小学校 マーク見て それほんとうに ゴミですか。

髙橋　怜雅 久那小学校 ちょっとまて すてる前に 再利用

坂本　慈英 高篠小学校 ぼくたちで 協力しあい ゴミへらす。

松永　紬 高篠小学校 リサイクル 地球とみんなに しあわせを

長島　梨織 大田小学校 ごみじゃない 生まれかわれる しげんだよ

半藤　琉希 大田小学校 ゴミ出し日 ルール守って リサイクル

岡﨑　圭太 影森小学校 牛にゅうパック ひらいてほして リサイクル

黒沢　一星 影森小学校 減量化 ごみをへらすと いい気ぶん

豊田　樹乃 影森小学校 へらすごみ 自然にやさしい リサイクル

新井　萌々花 荒川東小学校 リサイクル 私もできる 小さな一歩

町田　茜 荒川東小学校 畑から 畑にもどす コンポスト

小林　美結 荒川西小学校 コンビニで ストロースプーン もらわない

石坂　瑠惟 横瀬小学校 リサイクル 正しいマークで すてようよ。

伊藤　翔馬 横瀬小学校 エコバッグ ぼくにもできる ごみの減量

島﨑　佑介 横瀬小学校 リサイクル ぼくらの未来と 地球のために

森　彩菜 横瀬小学校 サンタさん　包そう紙は　いりません　かじょうほうそう　おことわり

田内　美羽 皆野小学校 食べ物を のこさず食べて ごみ削減

持田　悠翔 皆野小学校 しげんごみ こんどはなんで であうかな

四方田　夢來 皆野小学校 さいり用 工夫をすれば たから物

持田　晏寿 国神小学校 ごみじゃない まだまだつかえる さいりよう

今井　朝飛 長瀞第一小学校 取り組もう ごみの減量 再利用

平　寧々 長瀞第一小学校 すてないで まだ使えるよ 最後まで

今井　葵羽 長瀞第二小学校 ゴミだけど うまれかわれる リサイクル

小林　ここね 長若小学校 リサイクル うまれかわるよ すてないで

宮前　陽彩 三田川小学校 なまゴミは すいぶんとって すてましょう。

根岸　明日香 両神小学校 わが家のジャージ 毎年持ち主 かわります
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