
No 賞
一般
ジュニア

課題
自由

住所　学校 氏名 作品名

1 大賞 一般 自由 東京都 田　知世 小池都知事　マスクコレクション

2 大賞 ジュニア 自由 上尾市立富士見小 孟　美嘉 ワニもマスク

3 市長 一般 課題 神奈川県 はせべ　くにひこ 最近の水族館

4 市長 ジュニア 自由 谷田小 田中　華 ナニガオキタノ？

5 審査員 ジュニア 自由 春岡小 榎本　凉大 みみずのおさんぽ

6 審査員 一般 課題 さいたま市 及川　幸孝 マイバッグの箱舟

7 審査員 一般 自由 神奈川県 岡崎　忠英 緊急事態

8 審査員 ジュニア 自由 桜木中 新開　空 モナリザの微笑み with マスク

9 審査員 一般 課題 さいたま市 浜本　健司 意識改革ー思いやりのマナー

10 ノース 一般 自由 東京都 イズミコ ソーシャルディスタンス

11 議長 一般 課題 さいたま市 木野田　博彦 日本の難局を乗り越えるために

12 議長 一般 課題 新潟県 杉山　しげゆき あの世からリモート中継「我こそ改革者」

13 議長 一般 自由 京都府 のざき　しょーいち コロナ一過・マスク拾い

14 議長 一般 自由 さいたま市 山内　健司 ポーカーフェイス

15 商工会 ジュニア 自由 与野東中 川越　千歳 苦悩

16 商工会 一般 課題 茨城県 小林　尚武 はだか入浴禁止

17 商工会 一般 課題 福岡県 田中　敏惠 女子力アップ

18 商工会 一般 課題 東京都 Mr. アルフレッド CMはスマホでどうぞ

19 教育長 一般 自由 さいたま市 伊東　錦之介 男は思った

20 教育長 ジュニア 自由 常盤小 于　程程 かえるたちをつかまえる弟

21 教育長 一般 課題 愛知県 加藤　桂 ホウキの改革

22 教育長 ジュニア 課題 道祖土小 下村　亮太 兄弟げんかもソーシャルディスタンス

23 教育長 一般 自由 さいたま市 相馬　匡 新型コロナウイルス飛沫

24 教育長 一般 自由 さいたま市 野村　進 リモートおばけ屋敷に、なりました

25 教育長 ジュニア 自由 植竹中 本間　響希 I LOVE You

26 教育長 ジュニア 課題 桜木中 丸山　碧 2045年問題、その後…

27 佳作 ジュニア 課題 桜木中 阿部　暁 当たりかな？

28 佳作 ジュニア 自由 美園中 飯塚　乙葉 思ってたんとちがうおとぎ話の乗りもの

29 佳作 ジュニア 自由 桜木中 植野　凜々子 密です。

30 佳作 ジュニア 課題 桜木中 鎌田　良介 飛べよおにぎりそして天まで！！

31 佳作 ジュニア 自由 さいたま市 木村　凜愛 土俵の上でゴロゴロ

32 佳作 ジュニア 自由 土呂中 黒埼　心海 水のあふれる美しい星

33 佳作 ジュニア 自由 美園小 近藤　あさひ ゲームだいすき！

34 佳作 ジュニア 自由 桜木中 今野　叶夢 失われた当たり前

35 佳作 ジュニア 自由 桜山中 齊藤　佑輝 賢いマウス

36 佳作 ジュニア 自由 桜山中 櫻井　類 あっ！！おれのケーキが…。

37 佳作 ジュニア 課題 本太中 佐藤　航太 ボルトも注目 new 信号

38 佳作 ジュニア 自由 三室小 諏訪　翔栄 偉人たちもコロナには勝てまい。

39 佳作 ジュニア 自由 桜山中 関根　真奈 Stay　home

40 佳作 ジュニア 自由 宮原中 髙橋　藍 祖母の彩り

41 佳作 ジュニア 自由 大成小 高藤　陽加 人間・ホネ・メガネ

42 佳作 ジュニア 自由 桜木中 高山　剛希 劇的ビフォーアフター

43 佳作 ジュニア 課題 栄和小 塚田　朱音 フルーツ改革



44 佳作 ジュニア 自由 桜山中 戸田　千尋 サメ子ちゃんのぼうけん

45 佳作 ジュニア 課題 さいたま市 藤澤　旺右 桃太郎も改革

46 佳作 ジュニア 自由 桜山中 藤澤　瀬里葉 虚無の世界

47 佳作 ジュニア 自由 桜木中 藤田　祐介 スマホに吸い込まれる指

48 佳作 ジュニア 自由 桜木中 細田　真央 僕の秘密

49 佳作 ジュニア 自由 上木崎小 本田　壮助 神バランスのホッキョクグマ

50 佳作 ジュニア 課題 春岡小 増田　李実 「生態系からAI系へ！？～もはや人間は…～」

51 佳作 ジュニア 自由 桜木中 松田　梨沙 要否

52 佳作 ジュニア 自由 桜山中 耳浦　千春 首都圏のNo.2たち

53 佳作 ジュニア 自由 桜木中 村木　芽生 自粛

54 佳作 ジュニア 課題 桜山中 山口　波流 内臓めいろ

55 佳作 ジュニア 自由 桜木中 横塚　伶英 お金の歴史

56 佳作 ジュニア 自由 桜木中 與那城　こころ 足の数は…？

57 佳作 一般 自由 福岡県 ひもと・はじめ ウイルス

58 佳作 一般 自由 さいたま市 飯塚　瑠美 ABBEY ROAD 2020

59 佳作 一般 自由 大阪府 石丸　秀雄 買物

60 佳作 一般 自由 千葉県 レイやん 電撃移籍‼コロナ禍限定ラグビー日本代表ソーシャル＆ディスタンス

61 佳作 一般 自由 さいたま市 今村　夏樹 美人画

62 佳作 一般 自由 宮城県 大友　孝弘 宇宙

63 佳作 一般 自由 さいたま市 大森　正次 自分の体は自分で守る

64 佳作 一般 自由 静岡県 岡田　正美 眠れない夜

65 佳作 一般 課題 さいたま市 加藤　英 コロナで生活改革

66 佳作 一般 自由 さいたま市 木曽　友紀子 マスク小僧、参上！

67 佳作 一般 自由 佐賀県 久保田　満 喧嘩どころではないよ

68 佳作 一般 自由 岩手県 マッキィ 2120年「百年前のお宝発見‼」

69 佳作 一般 自由 さいたま市 齋藤　拓也 ウイルス対策

70 佳作 一般 課題 入間市 桜井　弘　PonG 似顔絵　大野元裕埼玉県知事

71 佳作 一般 自由 さいたま市 清水　富美子 ユーチュー婆

72 佳作 一般 自由 さいたま市 鈴木　秀治 ソーシャルディスタンス用バトン

73 佳作 一般 自由 兵庫県 竹之内　克己 高嶺の味

74 佳作 一般 課題 千葉県 永田　貢士 マスク改革

75 佳作 一般 自由 大阪府 永田　暢也 十一面中一面不浄観音

76 佳作 一般 自由 東京都 中村　怜子 松の木もびっくり王位戦（藤井聡太さん・木村一基さん）

77 佳作 一般 自由 愛知県 西脇　幸司 高齢者ドライバー

78 佳作 一般 自由 東京都 原　えつお ２０２０年（今年の漢字）

79 佳作 一般 自由 春日部市 日高　康志 「念には念を」…タイガーマスクもマスク！

80 佳作 一般 自由 さいたま市 深川　佳美 Earth in PET

81 佳作 一般 自由 さいたま市 本田　中 Go To トラベル

82 佳作 一般 自由 さいたま市 前田　秀夫 五輪砕けて三輪と散る

83 佳作 一般 課題 さいたま市 増本　誉也 改革という名のカイカク

84 佳作 一般 自由 東京都 丸山　健 井戸

85 佳作 一般 自由 静岡県 森　圭司 ウイルスを入れるな

86 佳作 一般 課題 東京都 安永　和義 働き方改革の成れの果て


