
令和2年度(2020)

［小学生の部］ 応募点数　493点　　学校数　82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

番澤　実希乃 ダリア‘結納’ 東京都 台東区立浅草小学校 5年

◎国立科学博物館長賞（1点）

岡林　春花 ムラサキツユクサ 北海道 北海道教育大学附属釧路小学校 6年

◎筑波実験植物園長賞(1点）

佐藤　朱里 シラネアオイ 北海道 札幌市立山鼻小学校 1年

◎佳作（10点）

丹尾　友香 ハンゲショウ 千葉県 市川市立信篤小学校 3年

舩石　真由 キク 東京都 田園調布雙葉小学校 3年

末松　日菜子 カンサイタンポポ 愛知県 南山大学附属小学校 4年

石下　渚 ケイトウ 埼玉県 川口市立戸塚小学校 5年

大久保　俊希 チューリップ 富山県 富山市立中央小学校 5年

片桐　晴美 センニチコウ 埼玉県 さいたま市立木崎小学校 5年

川内谷　遥花 マツヨイグサ 北海道 白老町立萩野小学校 5年

後藤　充陽 ブドウ‘ナイアガラ’ 愛知県 名古屋市立しまだ小学校 5年

牛島　璃空 ナス 埼玉県 さいたま市立芝川小学校 6年

笠嶋　優衣 ワタ 兵庫県 明石市立高丘西小学校 6年

◎準佳作（20点）

笠井　陽向 オジギソウ 埼玉県 さいたま市立常盤小学校 1年

森脇　すみれ ニガウリ 埼玉県 川口市立戸塚小学校 1年

岩本　武琉 トマト 東京都 聖徳学園小学校 2年

亀迫　柚希 ヒマワリ 東京都 聖徳学園小学校 2年

小山　凛人 アフェランドラ‘ダニア’ 東京都 聖徳学園小学校 2年

福井　晃太 ヒマワリ 東京都 三鷹の森学園三鷹市立高山小学校 2年

村田　弘 ピーマン 埼玉県 西武学園文理小学校 2年

山﨑　奏 リシマキア 北海道 中標津町立計根別学園 2年

薄木　栞奈 チューリップ 大阪府 堺市立福田小学校 3年

岡林　圭花 リシマキア・ヌンムラリア、ノイバラ 北海道 北海道教育大学附属釧路小学校 3年

阿部　晃大 ベニバナインゲン’白花豆’ 北海道 釧路市立湖畔小学校 4年

小笹　隆二 サツマイモ 鹿児島県 霧島市立国分小学校 4年

高橋　舞 ツユクサ 神奈川県 横浜市立洋光台第一小学校 4年

藤原　詩 アーモンド 宮城県 宮城教育大学附属小学校 4年

山田　煌真 ウツボカズラ 秋田県 秋田市立桜小学校 5年

太田　望咲 タイバジル 埼玉県 さいたま市立上木崎小学校 6年

澤田　章 サンセベリア‘ローレンティ’ 埼玉県 さいたま市立仲町小学校 6年

髙山　琴音 キキョウ 埼玉県 さいたま市立与野八幡小学校 6年

田中　葵 エケベリア 愛媛県 宇和島市立住吉小学校 6年

平田　零那 ヒマワリ 愛媛県 宇和島市立住吉小学校 6年
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令和2年度(2020)

［中学生・高校生の部］ 　　応募点数　383点　　学校数　94校　　　　　

中学生　285点　学校数　76校　／　高校生98点　学校数18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

鴻野　仁継 イチジク 兵庫県 神戸大学附属中等教育学校 1年

◎国立科学博物館長賞（1点）

加藤　里奈 ベゴニア‘ワッパー’ 東京都 慶應義塾女子高等学校 2年

◎筑波実験植物園長賞（1点）

野田　和可奈 クズ 兵庫県 兵庫県立北摂三田高等学校 1年

◎佳作（10点）

飯村　眞子 ハスカップ 北海道 北海道教育大学附属釧路中学校 1年

山本　晃太 フウセンカズラ 奈良県 奈良市立伏見中学校 1年

内田　浩平 ルピナス 埼玉県 さいたま市立浦和中学校 2年

岡林　紀花 エゾオオサクラソウ 北海道 北海道教育大学附属釧路中学校 2年

桑畑　裕太朗 ミズゴケ 兵庫県 神戸大学附属中等教育学校 2年

星　こころ オオアマドコロ 北海道 北海道教育大学附属釧路中学校 2年

松尾　美桜 ヤエザクラ 兵庫県 兵庫県立大学附属中学校 2年

矢口　舞 テイキンザクラ 愛知県 一宮市立木曽川中学校 2年

堀井　悠生 メマツヨイグサ 兵庫県 小林聖心女子学院高等学校 2年

渡邉　若葉 ホオズキ 岐阜県 岐阜県立土岐商業高等学校 2年

◎準佳作（19点）

石川　優介 マツバトウダイ 北海道 釧路市立幣舞中学校 1年

鹿納　裕子 ナガバジャノヒゲ 宮城県 仙台市立八木山中学校 1年

冨永　優菜 ブルーベリー 埼玉県 さいたま市立第二東中学校 1年

西川　結 レモン‘ユーレカ’ 茨城県 江戸川学園取手中学校 1年

川口　愛莉 オクラ 鹿児島県 指宿市立山川中学校 2年

グェン　ヴェト　ニャット　ハー ペラルゴニウム 千葉県 船橋市立行田中学校 2年

見目　愛里沙 観賞用トウガラシ 栃木県 真岡市立真岡西中学校 2年

澤田　真衣 ヤツデ 島根県 安来市立第三中学校 2年

新川　真海 フジ 東京都 台東区立駒形中学校 2年

平良　優芽 オリーブ 沖縄県 那覇市立松島中学校 2年

椎木　莉音 ハエトリソウ 東京都 豊島岡女子学園中学校 3年

片桐　光一朗 ミズヒキ 埼玉県 さいたま市立浦和高等学校 1年

星野　華菜美 ハトムギ 東京都 東京都立竹台高等学校 2年

岩﨑　朝妃 オニユリ 茨城県 東洋大学附属牛久高等学校 2年

三浦　蓮華 セイヨウキヅタ 岐阜県 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 2年

藤崎　七海 ポーチュラカ 神奈川県 神奈川県立神奈川工業高等学校 3年

松尾　まどか ベニシダレザクラ 兵庫県 兵庫県立大学附属高等学校 3年

村岡　美幸 トマト 神奈川県 神奈川県立神奈川工業高等学校 3年

脇　菜々実 クロッサンドラ 神奈川県 神奈川県立神奈川工業高等学校 3年

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

国立科学博物館主催　第37回植物画コンクール入選者一覧表



令和2年度(2020)

［一般の部］ 応募点数　161点

◎文部科学大臣賞（1点）

氏　名 作　品　名 住所

税所　早苗 カボチャ‘えびす’ 茨城県 　

◎国立科学博物館長賞（1点） 　

今村　千絵 フウセントウワタ 福岡県

◎筑波実験植物園長賞（1点） 　

伊藤　葉子 スモークツリー 東京都

◎佳作（5点） 　

三枝　美樹 オモダカ 神奈川県

筒井　洋子 アカシデ 長野県

長田　喜代美 ハボタン 長野県

的場　みち代 テイカカズラ 和歌山県

村上　麻紀 ソラマメ 愛知県

◎準佳作（10点） 　

伊藤　みゆき ラクウショウ 愛知県

加藤　美智代 クリスマスローズ 長野県

神原　悦子 ウバユリ 東京都

北原　恵利子 ベニバナトチノキ 長野県

佐々木　容子 ユキワリイチゲ 大阪府

半澤　仁美 ツルアジサイ 北海道

藤森　靖子 ローゼル 愛知県

松本　宏子 ロサ・ユゴニス 長野県

横溝　憲二 ツタ 東京都

横山　裕三子 シラユキゲシ 大阪府
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令和2年度(2020)

［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

北海道教育大学附属釧路中学校 北海道釧路市桜ケ岡7丁目12番2号
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