
平成29年度(2017)

［小学生の部］ 応募点数　1,149点　　学校数　165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

内田　浩平 ナガミヒナゲシ 埼玉県 さいたま市立大谷場小学校 5年

◎国立科学博物館長賞（1点）

伊山　紗良 ミョウガ 千葉県 鎌ケ谷市立初富小学校 5年

◎筑波実験植物園長賞(1点）

竹内　まい サルスベリ 群馬県 渋川市立津久田小学校 4年

◎特別賞　クリスタベル・キング賞(1点）

矢口　舞 ムラサキシキブ‘中吉小吉’ 愛知県 一宮市立木曽川西小学校 5年

◎佳作（15点）

関口　慶子 イチジク 茨城県 つくば市立吾妻学園小学校 1年

津滝　瞭 アサガオ 茨城県 つくば市立吾妻学園小学校 1年

石塚　翠 ズッキーニ 茨城県 土浦市立乙戸小学校 2年

木島　幸乃 オシロイバナ 埼玉県 さいたま市立常盤小学校 2年

細田　大登 シロナス 茨城県 つくば市立洞峰学園二の宮小学校 2年

牛島　璃空 キュウリ 埼玉県 さいたま市立芝川小学校 3年

齋藤　結愛 ノウゼンカズラ 千葉県 市原市立市西小学校 3年

島　朋康 シュウカイドウ 栃木県 鹿沼市立東小学校 3年

富居　梨沙 ソバナ 北海道 釧路市立釧路小学校 3年

飯村　眞子 クシロハナシノブ 北海道 北海道教育大学附属釧路小学校 4年

鹿納　裕子 ヒメシャガ 宮城県 仙台市立八木山南小学校 4年

冨永　優菜 カラー 埼玉県 さいたま市立海老沼小学校 4年

冨士原　妃由 タイタンビカス 東京都 聖徳学園小学校 5年

岡田　星奈 ウツボカズラ 千葉県 成田市立成田小学校 6年

服部　開都 ゴマ 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）

大山　莉明 フェイジョア 茨城県 つくば市立吾妻学園小学校 1年

末松　日菜子 アメリカオニアザミ 愛知県 南山大学附属小学校 1年

永山　絢都 オオトクサ 神奈川県 茅ヶ崎市立室田小学校 1年

菊地　小雪 ウツボカズラ 茨城県 つくば市立吾妻学園小学校 2年

髙野　斐子 サルスベリ 東京都 聖徳学園小学校 2年

番澤　実希乃 ハイビスカス 東京都 台東区立浅草小学校 2年

松本　瑛輝 ハス 茨城県 つくば市立竹園学園西小学校 2年

伊東　篤武 ハイビスカス 千葉県 茂原市立二宮小学校 1年

仲摩　あんず コブシ 兵庫県 猪名川町立つつじが丘小学校 3年

飯野　姫奈 イチジク 山形県 山形市立西山形小学校 4年

石川　優介 エゾフウロ 北海道 釧路市立釧路小学校 4年

井上　駿一 ナス 兵庫県 西宮市立広田小学校 4年

土井原　良美 ノアザミ 茨城県 つくば市立洞峰学園東小学校 4年

中村　珠乃 コオニユリ 茨城県 つくば市立輝翔学園谷田部小学校 4年

野田　理央奈 ヤブラン 兵庫県 三田市立弥生小学校 4年

林　明衣 ブルーベリー 埼玉県 さいたま市立常盤小学校 4年

村重　祐妃 マツヨイグサ 北海道 釧路市立湖畔小学校 4年

小笠原　奈保 キキョウ 静岡県 富士市立富士第二小学校 5年

岡林　紀花 キツリフネ 北海道 北海道教育大学附属釧路小学校 5年

座間味　奏愛 アラマンダ 沖縄県 宮古島市立平良第一小学校 5年

澤田　周 ヒャクニチソウ 埼玉県 埼玉大学教育学部附属小学校 5年

西田　遥葵 ネギ 兵庫県 小林聖心女子学院小学校 5年

堀　月花 カボス 茨城県 つくば市立竹園学園西小学校 5年

町浦　かれん ハベナリア・ロドケイラ 茨城県 春日学園義務教育学校 5年

山本　慧 センニチコウ 茨城県 つくば市立洞峰学園二の宮小学校 5年

湯浅　愛伊 レズリー、ミセバヤ 東京都 三鷹市立高山小学校 5年

薦田　夏花 トマト 福岡県 福岡市立美和台小学校 6年

大門　優 ハバネロ 茨城県 土浦市立乙戸小学校 6年

橋本　新汰 ミズバショウ 群馬県 前橋市立岩神小学校 6年

古川　良晟 モウソウチク 北海道 苫小牧市立ウトナイ小学校 6年

国立科学博物館主催　第34回植物画コンクール入選者一覧表



平成29年度(2017)

［中学生・高校生の部］　　応募点数　1,532点　　学校数　254校　　　　　

中学生　1436点　学校数　226校　／　高校生96点　学校数28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

東出　あんな ミニトマト‘アイコ’ 埼玉県 埼玉県立浦和第一女子高等学校 2年

◎国立科学博物館長賞（1点）

谷口　萌香 食用ホオズキ 北海道 安平町立追分中学校 3年

◎筑波実験植物園長賞（1点）

三浦　優斗 ケヤキ 岐阜県 坂祝町立坂祝中学校 3年

◎特別賞　クリスタベル・キング賞(1点）

阿部　絢未 オダマキ 埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 2年

◎佳作（12点）

牛島　紗智 ジャガイモ‘男爵薯’ 埼玉県 さいたま市立第二東中学校 1年

大島　彩世 スイカ（小玉スイカ） 愛知県 名古屋市立神丘中学校 1年

加藤　里奈 ホオズキ 埼玉県 さいたま市立大宮東中学校 2年

高橋　明里 ソテツ 埼玉県 さいたま市立常盤中学校 2年

堀井　悠生 センニンソウ 兵庫県 小林聖心女子学院中学校 2年

千葉　芙久 ミニトマト 神奈川県 厚木市立小鮎中学校 3年

山田　有香 クジャクサボテン 兵庫県 三田学園高等学校 1年

佐藤　晴花 ヒノキ 岐阜県 学校法人溪泉学園 多治見西高等学校 2年

駒﨑　龍勢 イチョウウキゴケ 埼玉県 学校法人越生学園 武蔵越生高等学校 2年

東出　さら アジサイ 埼玉県 埼玉県立浦和第一女子高等学校 2年

水村　芙季子 アケビ 埼玉県 秋草学園高等学校 2年

横井　春奈 ツバキ 香川県 香川県立高松工芸高等学校 3年

◎準佳作（25点）

荒井　野杏 ブドウ‘デラウェア’ 神奈川県 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 1年

今村　康祐 ハス 静岡県 掛川市立東中学校 1年

岡崎　萌果 ハス 東京都 東京都立三鷹中等教育学校 1年

葛原　望千夏 ブドウ 神奈川県 洗足学園中学校 1年

﨑本　彩夢 アフリカンマリゴールド 神奈川県 洗足学園中学校 1年

沢畠　侑奈 コチョウラン 茨城県 つくば市立竹園学園竹園東中学校 1年

野田　和可奈 ミソハギ 兵庫県 三田市立富士中学校 1年

植野　愛悠 オクラ 茨城県 茨城中学校 2年

大竹　宝良 ナス 岐阜県 瑞浪市立日吉中学校 2年

木下　景文 ヒメヒオウギズイセン 兵庫県 神戸大学附属中等教育学校 2年

鈴木　梨智 ハワーシア（ハオルチア） 神奈川県 厚木市立小鮎中学校 2年

三嶋　菜々子 ホオズキ 岐阜県 飛騨市立古川中学校 2年

矢崎　緋乃 オレンジ 福島県 郡山市立日和田中学校 2年

大田　胡桃 シュウカイドウ 兵庫県 三田学園中学校 3年

菊地　百音 ヤマボウシ 静岡県 御殿場市立南中学校 3年

佐々木　実晴 ハイビスカス 千葉県 習志野市立第七中学校 3年

佐野　由莉奈 カキノキ 埼玉県 深谷市立上柴中学校 3年

三橋　由果 タカサゴユリ 三重県 志摩市立文岡中学校 3年

内野　雅 コブシ 熊本県 熊本県立岱志高等学校 1年

岡　夏希 バジル 東京都 豊島岡女子学園高等学校 1年

庄　若彤 デュランタ 東京都 豊島岡女子学園高等学校 1年

岡田　渚月 アシスタシア属の一種 東京都 東京都立竹台高等学校 2年

髙橋　幸大 ホテイアオイ 神奈川県 秦野市立秦野高等学校 2年

武藤　杏奈 ヨウシュヤマゴボウ 神奈川県 神奈川県立神奈川工業高等学校 3年

山本　星奈 キンカン 香川県 香川県立高松工芸高等学校 3年
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平成29年度(2017)

［一般の部］ 応募点数　223点

◎文部科学大臣賞（1点）

氏　名 作　品　名 住所

佐藤　織恵 クサソテツ 埼玉県 　

◎国立科学博物館長賞（1点） 　

田澤　かおり ジャーマンアイリス 北海道

◎筑波実験植物園長賞（1点） 　

細川　留美子 ケチョウセンアサガオ 埼玉県

◎特別賞　クリスタベル・キング賞(1点） 　

内海　初枝 クヌギ 東京都

◎佳作（5点） 　

尾関　ちづる トウジンビエ（クロキビ） 愛知県

加藤　美智代 カリン 長野県

佐々木　容子 タマゴタケ 大阪府

鳥居　ひろみ タンザワウマノスズクサ 静岡県

山田　栄利子 ムラサキミミカキグサ 愛知県

◎準佳作（10点） 　

伊藤　葉子 ハナミズキ 東京都

岡　治 サンコタケ 埼玉県

佐伯　美和 ゴボウ 奈良県

澤登　千代子 ゴンズイ 千葉県

清水　恵子 マルバツユクサ 東京都

鈴木　京子 サクラ 埼玉県

富田　八千代 フエルニア・ピランシー 東京都

古田　晃 ヤマブキ 大分県

堀口　美貴 ブロッコリー 東京都

三谷　里美 ツワブキ 広島県
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平成29年度(2017)

［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

つくば市立吾妻学園小学校 茨城県つくば市吾妻2-16
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