
平成30年度(2018)

［小学生の部］ 応募点数　788点　　学校数　128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

矢口　舞 アッサムニオイザクラ‘ベニフジ’ 愛知県 一宮市立木曽川西小学校 6年

◎国立科学博物館長賞（1点）

末松　日菜子 ヤマハギ 愛知県 南山大学附属小学校 2年

◎筑波実験植物園長賞(1点）

澤田　周 ドクダミ 埼玉県 埼玉大学教育学部附属小学校 6年

◎佳作（10点）

木島　幸乃 ヒャクニチソウ 埼玉県 さいたま市立常盤小学校 3年

栗本　咲 ハマナシ（ハマナス） 茨城県 吾妻学園つくば市立吾妻小学校 3年

笠嶋　優衣 イワダレソウ 兵庫県 明石市立高丘西小学校 4年

飯村　眞子 アヤメ 北海道 北海道教育大学附属釧路小学校 5年

鹿納　裕子 カタクリ 宮城県 仙台市立八木山南小学校 5年

佐々　幸史朗 サツマイモ‘安納芋’ 兵庫県 神戸市立鹿の子台小学校 5年

竹内　まい ブルースター 群馬県 渋川市立津久田小学校 5年

冨永　優菜 オクラ 埼玉県 さいたま市立海老沼小学校 5年

今泉　愛子 ヘクソカズラ 茨城県 輝翔学園つくば市立谷田部小学校 6年

内田　浩平 ソメイヨシノ 埼玉県 さいたま市立大谷場小学校 6年

◎準佳作（20点）

丹尾　友香 イヌタデ 千葉県 市川市立信篤小学校 1年

中泉　有世 ハグラウリ 茨城県 輝翔学園つくば市立谷田部小学校 1年

奥野　愛未 ランタナ 神奈川県 秦野市立南小学校 2年

関口　慶子 スイカ 茨城県 吾妻学園つくば市立吾妻小学校 2年

村山　遼太朗 トサカケイトウ 埼玉県 さいたま市立常盤小学校 2年

板谷越　駈 タマゴタケ 東京都 町田市立図師小学校 3年

川内谷　遥花 ハニーサックル‘グラハム・トーマス’ 北海道 白老町立萩野小学校 3年

菊地　紗弥 クサギ 兵庫県 神戸市立住吉小学校 3年

栗山　寛菜 ミヤマガマズミ 兵庫県 三田市立あかしあ台小学校 3年

花田　心美 コチョウラン 埼玉県 さいたま市立上木崎小学校 3年

番澤　実希乃 ホオズキ 東京都 台東区立浅草小学校 3年

岩田　明香里 オッタチカタバミ 茨城県 高山学園つくば市立島名小学校 4年

牛島　璃空 マツ 埼玉県 さいたま市立芝川小学校 4年

仲摩　あんず カキノキ 兵庫県 猪名川町立つつじが丘小学校 4年

五十嵐　眞澄 ブルーベリー 茨城県 吾妻学園つくば市立吾妻小学校 5年

野田　理央奈 ワルナスビ 兵庫県 三田市立富士小学校 5年

阿部　光来 ダリア 埼玉県 埼玉大学教育学部附属小学校 6年

大圖　達也 エキノプシス・トゥビフロラ（花盛丸） 茨城県 石岡市立恋瀬小学校 6年

小笠原　奈保 ホオズキ 静岡県 富士市立富士第二小学校 6年

座間味　奏愛 パッションフルーツ 沖縄県 宮古島市立平良第一小学校 6年
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平成30年度(2018)

［中学生・高校生の部］ 　　応募点数　808点　　学校数　126校　　　　　

中学生　707点　学校数　113校　／　高校生101点　学校数13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

阿部　絢未 ハナミズキ 埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 3年

◎国立科学博物館長賞（1点）

谷口　萌香 オオミノツルコケモモ 北海道 北海道北広島高等学校 1年

◎筑波実験植物園長賞（1点）

野田　和可奈 クサギ 兵庫県 三田市立富士中学校 2年

◎佳作（10点）

鈴木　那歩 ウツボカズラ 静岡県 掛川市立東中学校 1年

荒井　野杏 ガーベラ 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 2年

牛島　紗智 フジ 埼玉県 さいたま市立第二東中学校 2年

小林　世莉香 ミリオンベル 茨城県 潮来市立潮来第二中学校 3年

中村　美優 ワタ 静岡県 湖西市立鷲津中学校 3年

堀井　悠生 キクバヤマボクチ 兵庫県 小林聖心女子学院中学校 3年

岡　夏希 ハス 東京都 豊島岡女子学園高等学校 2年

山田　有香 オダマキ 兵庫県 三田学園高等学校 2年

佐藤　晴花 モモ‘昭和白桃’ 山梨県 日本航空高等学校 3年

松岡　なつこ イチジク 香川県 香川県立高松工芸高等学校 3年

◎準佳作（20点）

河合　結水 ミツバアケビ 兵庫県 加東市立滝野中学校 1年

國友　乙菜 ズッキーニ‘トロンボンチーノ’ 東京都 東京都立三鷹中等教育学校 1年

椎木　莉音 モウセンゴケ 東京都 豊島岡女子学園中学校 1年

矢田　一晃 クズ 宮城県 気仙沼市立大谷中学校 1年

吉田　あかり オクラ 埼玉県 越谷市立富士中学校 1年

青野　大洋 レモン 神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校 2年

井上　慶音 シマサンゴアナナス 東京都 品川区立東海中学校 2年

今村　康祐 ランタナ 静岡県 掛川市立東中学校 2年

大島　彩世 モモ‘白鳳’ 愛知県 名古屋市立神丘中学校 2年

沢畠　侑奈 ペンタス 茨城県 竹園学園つくば市立竹園東中学校 2年

松本　友 ナス 埼玉県 桶川市立加納中学校 2年

松本　琉輝 ヒメバショウ 茨城県 竹園学園つくば市立竹園東中学校 2年

守永　かるも スイカ（小玉スイカ） 鹿児島県 指宿市立山川中学校 2年

亀田　明里 ヒメジョオン 茨城県 竹園学園つくば市立竹園東中学校 3年

木下　景文 タイマツバナ 兵庫県 神戸大学附属中等教育学校 3年

徳田　小暖 ミヤマエンレイソウ 北海道 真狩村立真狩中学校 3年

山下　胡桃 観賞用トウガラシ 神奈川県 茅ヶ崎市立梅田中学校 3年

今林　未彩 シュウメイギク 福岡県 九州産業大学付属九州高等学校 1年

小野田　希音 デュランタ‘タカラヅカ’ 和歌山県 和歌山市立和歌山高等学校 2年

諸喜田　文乃 アンスリウム 神奈川県 神奈川県立神奈川工業高等学校 3年
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平成30年度(2018)

［一般の部］ 応募点数　172点

◎文部科学大臣賞（1点）

氏　名 作　品　名 住所

日野　彰子 ゲットウ 奈良県 　

◎国立科学博物館長賞（1点） 　

佐々木　容子 コウボウフデ 大阪府

◎筑波実験植物園長賞（1点） 　

中根　啓子 ツバキ（園芸品種） 兵庫県

◎佳作（5点） 　

岡　治 ヒトリシズカ 埼玉県

楓　ひろみ アセビ 大阪府

筒井　洋子 オランダイチゴ‘カレンベリー’ 長野県

藤森　靖子 キイジョウロウホトトギス 愛知県

山本　清美 ヤマザクラ 富山県

◎準佳作（10点） 　

伊藤　みゆき イチョウ 愛知県

上原　妙子 アケビ 長野県

大桃　ますみ ビワ 兵庫県

鴈原　真知子 シモクレン 北海道

國定　泰子 トチノキ 愛知県

澤登　千代子 ポポー 千葉県

角南　貴義 ガクアジサイ 兵庫県

田辺　佳愛 ニホンカボチャ‘鹿ケ谷’ 滋賀県

堀口　美貴 ナンバンカラスウリ 東京都

水谷　紀子 ビロードモウズイカ 長野県
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平成30年度(2018)

［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

吾妻学園つくば市立吾妻小学校 茨城県つくば市吾妻2-16
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