
平成28年度(2016)

［小学生の部］ 応募点数　1,005点　　学校数　141校

◎文部科学大臣賞（1点）

氏　名 作　品　名 都道府県 学校名及び学年

細田　大登 オクラ 茨城県 つくば市立洞峰学園二の宮小学校 1年

◎国立科学博物館長賞（1点）

大島　彩世 ブドウ‘ナガノパープル’ 愛知県 名古屋市立西山小学校 6年

◎筑波実験植物園長賞(1点）

関野　愛努 エウフォルビア（パイナップルコーン） 神奈川県 秦野市立鶴巻小学校 5年

◎佳作（15点）

牛島　璃空 ナス 埼玉県 さいたま市立芝川小学校 2年

太田　優菜 トウモロコシ 千葉県 流山市立向小金小学校 2年

鹿納　裕子 ヤマブドウ 宮城県 仙台市立八木山南小学校 3年

中里　芙紅 イヌビワ 兵庫県 関西国際学園初等部 3年

山口　優輝 ムクゲ 茨城県 つくば市立洞峰学園二の宮小学校 3年

内田　浩平 クワ 埼玉県 さいたま市立大谷場小学校 4年

冨士原　妃由 マンデビラ‘サンパラソル’ 東京都 聖徳学園小学校 4年

矢口　舞 シコンノボタン 愛知県 一宮市立木曽川西小学校 4年

谷田部　尚裕 ウキツリボク 東京都 筑波大学附属小学校 4年

牛島　紗智 オクラ 埼玉県 さいたま市立芝川小学校 6年

神村　昂輝 ハイビスカス 茨城県 つくば市立竹園学園竹園西小学校 6年

幸田　絢早 ハイビスカス 茨城県 石岡市立南小学校 6年

沢畠　侑奈 ガーベラ 茨城県 つくば市立竹園学園竹園西小学校 6年

高柳　怜奈 カマツカ 茨城県 小美玉市立橘小学校 6年

山田　祥平 ヨウシュヤマゴボウ 茨城県 つくば市立桜並木学園桜南小学校 6年

◎準佳作（30点）

川又　朱音 ムクゲ 神奈川県 茅ヶ崎市立室田小学校 1年

河野　陽太 ブドウ 福岡県 みやこ町立城井小学校 2年

仲摩　あんず ガマズミ 兵庫県 猪名川町立つつじが丘小学校 2年

中村　梨杏 ナス 埼玉県 西武学園文理小学校 2年

藤永　紗羅 ナス 茨城県 江戸川学園取手小学校 2年

森山　寧々 ホオズキ 熊本県 熊本市立出水小学校 2年

渥美　泉澄 オクラ 茨城県 つくば市立輝翔学園谷田部小学校 3年

飯村　眞子 エゾノミツモトソウ 北海道 北海道教育大学附属釧路小学校 3年

此島　文音 ハス 群馬県 前橋市立岩神小学校 3年

髙橋　莉子 アガパンサス 東京都 聖徳学園小学校 3年

冨永　優菜 ギボウシ（園芸品種） 埼玉県 さいたま市立海老沼小学校 3年

野田　理央奈 ミヤマガマズミ 兵庫県 三田市立弥生小学校 3年

松本　月渚 トケイソウ 広島県 学校法人鶴学園なぎさ公園小学校 3年

渡邉　有揮 カボチャ 東京都 聖徳学園小学校 3年

齊藤　友菜 ヤブミョウガ 東京都 杉並区立永福小学校 4年

徳田　寧流 ホタルブクロ 北海道 真狩村立真狩小学校 4年

船山　菜々子 シカクヒマワリ 茨城県 つくば市立竹園学園竹園西小学校 4年

河合　結水 ノブドウ 兵庫県 加東市立東条西小学校 5年

畠山　歩実 アジサイ 北海道 札幌市立幌南小学校 5年

古川　良晟 オオオナモミ 北海道 苫小牧市立ウトナイ小学校 5年

一ノ瀬　徹 ホオズキ（丹波ホオズキ） 茨城県 つくば市立竹園学園竹園西小学校 6年

遠藤　睦実 シロツメクサ 栃木県 鹿沼市立北小学校 6年

大城　優子 ミョウガ 茨城県 つくば市立洞峰学園二の宮小学校 6年

島田　つむぎ デンドロビウム 宮城県 仙台市立寺岡小学校 6年

時任　智哉 キュウリ 鹿児島県 姶良市立西浦小学校 6年

永岡　翼 ニガウリ 福岡県 福岡市立美和台小学校 6年

中村　吏玖 五色トウガラシ 茨城県 つくば市立竹園学園竹園西小学校 6年

野田　和可奈 ホトトギス 兵庫県 三田市立弥生小学校 6年

松本　琉輝 オクラ 茨城県 つくば市立竹園学園竹園西小学校 6年

森矢　あかり ショクダイオオコンニャク 茨城県 つくば市立洞峰学園二の宮小学校 6年
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平成28年度(2016)

［中学生・高校生の部］ 　　応募点数　1,248点　　学校数　183校　　　　　

中学生　1149点　学校数　164校　／　高校生99点　学校数19校

◎文部科学大臣賞（1点）

氏　名 作　品　名 都道府県 学校名及び学年

太田　優理子 ゲッカビジン 宮城県 仙台市立仙台青陵中等教育学校 1年

◎国立科学博物館長賞（1点）

谷口　萌香 ボリジ 北海道 安平町立追分中学校 2年

◎筑波実験植物園長賞（1点）

岡　夏希 フウセンカズラ 東京都 豊島岡女子学園中学校 3年

◎佳作（12点）

阿部　絢未 ブラックベリー 埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 1年

秋元　萌花 ブルーベリー 神奈川県 茅ヶ崎市立松林中学校 2年

前川　由実 ホテイアオイ 三重県 桑名市立明正中学校 2年

三浦　優斗 シャリンバイ 岐阜県 坂祝町立坂祝中学校 2年

矢部　紗和子 ヤマユリ 神奈川県 函嶺白百合学園中学校 3年

安倍　麻莉奈 アヤメ 北海道 北海道釧路湖陵高等学校 1年

佐藤　晴花 シモクレン 岐阜県 渓泉学園多治見西高等学校 1年

東出　あんな カリン 埼玉県 埼玉県立浦和第一女子高等学校 1年

東出　さら ナツミカン 埼玉県 埼玉県立浦和第一女子高等学校 1年

水村　芙季子 ノブドウ 埼玉県 秋草学園高等学校 1年

村中　莉菜 ゴクラクチョウカ 福岡県 九州産業大学付属九州高等学校 2年

山田　真萌 ハス 大阪府 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 2年

◎準佳作（25点）

加藤　里奈 イチジク 埼玉県 さいたま市立大宮東中学校 1年

清水　美怜 センニチコウ 東京都 東京農業大学第一高等学校中等部 1年

高橋　明里 コチョウラン 埼玉県 さいたま市立常盤中学校 1年

田上　優月 オンシジウム 東京都 東京都立三鷹中等教育学校 1年

徳田　小暖 キキョウ 北海道 真狩村立真狩中学校 1年

友部　晴香 ラフレシア 東京都 光塩女子学院中等科 1年

中澤　樺音 セイヨウナシ‘ラ・フランス’ 千葉県 柏市立柏第五中学校 1年

堀井　悠生 ホルトノキ 兵庫県 小林聖心女子学院中学校 1年

山口　日花里 ハナミズキ 愛知県 春日井市立石尾台中学校 1年

石井　里菜 ウツボカズラ 神奈川県 伊勢原市立伊勢原中学校 3年

萱嶋　仁菜 アナナス・ナヌス 東京都 町田市立堺中学校 3年

駒崎　仁耶 ミョウガ 神奈川県 伊勢原市立伊勢原中学校 3年

筑和　夏蓮 カルミア 東京都 世田谷区立梅丘中学校 3年

福田　彩乃 カノコユリ 福岡県 福津市立福間中学校 3年

藤原　美貴 タマネギ 福岡県 福津市立福間中学校 3年

山下　愛莉 ノウゼンカズラ 群馬県 安中市立松井田南中学校 3年

山田　有香 ノウゼンカズラ 兵庫県 三田学園中学校 3年

和田　恵実 ヒャクニチソウ 神奈川県 伊勢原市立伊勢原中学校 3年

髙橋　幸大 デュランタ 神奈川県 神奈川県立秦野高等学校 1年

有野　栄晟 ザクロ 山梨県 山梨県立巨摩高等学校 2年

石川　綾香 コエビソウ 福岡県 九州産業大学付属九州高等学校 2年

中根　惇 オクラ 静岡県 静岡県立清水南高等学校 2年

柳澤　ひより ムサシアブミ 福岡県 九州産業大学付属九州高等学校 2年

板倉　冴 ドイツスズラン 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

寺田　朱里 シンテッポウユリ 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年
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平成28年度(2016)

［一般の部］ 応募点数　201点

◎文部科学大臣賞（1点）

氏　名 作　品　名 住所

宇留賀　美雪 ワサビ 長野県 　

◎国立科学博物館長賞（1点） 　

鴨下　秀子 ブドウ‘藤稔’ 東京都

◎筑波実験植物園長賞（1点） 　

金海　すゑ子 タンキリマメ 兵庫県

◎佳作（5点） 　

井守　百合子 ユウガオ 東京都

須藤　陽子 メキャベツ 東京都

富田　八千代 スタペリア・ヒルスタ（犀角） 東京都

村上　さつき カシワ 北海道

渡辺　敏子 ホオノキ 神奈川県

◎準佳作（10点） 　

東　美紀 ダイコン 兵庫県

上原　妙子 コブシ 長野県

勝倉　秀美 ハイビスカス 愛知県

木村　絢子 ウマノスズクサ 愛知県

澤登　千代子 ハクウンボク 千葉県

細川　留美子 アカメガシワ 埼玉県

堀口　美貴 コンニャク 東京都

的場　みち代 ヨメナ 和歌山県

萬羽　千津子 キッコウチク 愛知県

横山　裕三子 カジイチゴ 大阪府
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平成28年度(2016)

［特別奨励賞（学校表彰）］

　学校特別表彰は、学校単位で応募され、多くの作品が入選となった学校に対して、

館長が特別奨励賞として表彰するものです。

学　校　名 住　所

聖徳学園小学校 東京都武蔵野市境南町2-11-8

つくば市立竹園学園竹園西小学校 茨城県つくば市竹園2-19-4

つくば市立洞峰学園二の宮小学校 茨城県つくば市二の宮4-11

九州産業大学付属九州高等学校 福岡県福岡市東区香椎駅東2-22-1
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