
令和3年度(2021)

［小学生の部］ 応募点数　718点　　学校数　119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

藤原　詩 ザクロ 宮城県 宮城教育大学附属小学校 5年

◎国立科学博物館長賞（1点）

番澤　実希乃 ボタン‘八千代椿’ 東京都 台東区立浅草小学校 6年

◎筑波実験植物園長賞(1点）

川内谷　遥花 エゾノコリンゴ 北海道 白老町立萩野小学校 6年

◎佳作（10点）

葛　璃里 オランダイチゴ 東京都 白百合学園小学校 1年

有澤　櫻子 ショクダイオオコンニャク 茨城県 ひたちなか市立堀口小学校 2年

佐藤　朱里 シラン 北海道 札幌市立山鼻小学校 2年

与謝野　旭 ホウセンカ 東京都 聖徳学園小学校 2年

福井　晃太 キキョウ（八重咲き） 東京都 三鷹の森学園三鷹市立高山小学校 3年

丹尾　友香 オモト 千葉県 市川市立信篤小学校 4年

片桐　晴美 ユキノシタ 埼玉県 さいたま市立木崎小学校 6年

小池　新花 ピラカンサ 神奈川県 横浜市立大綱小学校 6年

小早川　実祈 モンステラ 千葉県 船橋市立船橋小学校 6年

花田　心美 ウツボカズラ属の１種 埼玉県 さいたま市立上木崎小学校 6年

◎準佳作（20点）

五十嵐　帆菜 ミニトマト 新潟県 刈羽村立刈羽小学校 2年

道幸　玲雄 ヒガンバナ 神奈川県 藤沢市立大道小学校 2年

五十嵐　千晶 トウガラシ 茨城県 つくば市立吾妻小学校 3年

梶田　悠希菜 リンゴ 東京都 目黒区立東山小学校 3年

亀迫　柚希 モミジアオイ 東京都 聖徳学園小学校 3年

小山　凛人 サンゴパイン 東京都 聖徳学園小学校 3年

細田　麻友 スパティフィラム 茨城県 つくば市立二の宮小学校 3年

松井　大樹 コスモス 東京都 聖徳学園小学校 3年

山﨑　奏 ソバナ 北海道 中標津町立計根別学園 3年

岡林　圭花 ヒオウギアヤメ 北海道 北海道教育大学附属釧路義務教育学校 4年

阿部　晃大 ヤマブドウ 北海道 釧路市立湖畔小学校 5年

工藤　千愛 トウガラシ‘パープルフラッシュ’ 宮城県 宮城教育大学附属小学校 5年

末松　日菜子 ウコン 愛知県 南山大学附属小学校 5年

間野　智遥 クレロデンドルム‘ブルーウィング’ 宮城県 宮城教育大学附属小学校 5年

板谷越　駈 ナカグロモリノカサ 東京都 町田市立図師小学校 6年

岡野　佑亮 ハス 茨城県 つくば市立東小学校 6年

小野　有穂 ツルクビヒョウタン 茨城県 つくば市立大曽根小学校 6年

川野　敦功 カキ‘富有’ 東京都 暁星小学校 6年

向後　悠妃 ナス 兵庫県 伊丹市立南小学校 6年

門田　春真 サラセニア 熊本県 荒尾市立荒尾第一小学校 6年
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令和3年度(2021)

［中学生・高校生の部］ 　　応募点数　628点　　学校数　113校　　　　　

中学生　573点　学校数　96校　／　高校生55点　学校数17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

山本　晃太 アカツメクサ 奈良県 奈良市立伏見中学校 2年

◎国立科学博物館長賞（1点）

矢口　舞 メドーセージ 愛知県 一宮市立木曽川中学校 3年

◎筑波実験植物園長賞（1点）

加藤　里奈 ビワ 東京都 慶應義塾女子高等学校 3年

◎佳作（10点）

牛島　璃空 ヤグルマギク 埼玉県 さいたま市立第二東中学校 1年

岡林　春花 エゾゼンテイカ 北海道 北海道教育大学附属釧路義務教育学校 1年

髙山　琴音 ニチニチソウ 埼玉県 さいたま市立与野東中学校 1年

山﨑　千祥 グラジオラス 東京都 八王子市立みなみ野中学校 1年

米窪　しずか オランダイチゴ 長野県 塩尻市立塩尻中学校 2年

澤田　周 ローマンカモミール 埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 3年

新川　真海 デイゴ 東京都 台東区立駒形中学校 3年

星　こころ チシマアザミ 北海道 北海道教育大学附属釧路義務教育学校 3年

鹿野　菜々子 ヒャクニチソウ 宮城県 宮城県宮城野高等学校 2年

高濱　愛 オウトウ 熊本県 熊本県立小川工業高等学校 2年

◎準佳作（20点）

梶浦　章誠 パイナップル 東京都 東京農業大学第一高等学校中等部 1年

島　朋康 ミョウガ 栃木県 鹿沼市立東中学校 1年

庄司　桃椛 バナナ 北海道 釧路市立阿寒中学校 1年

平井　友琴 ピーマン 埼玉県 越谷市立富士中学校 1年

三宅　結実子 キキョウ 千葉県 柏市立酒井根中学校 1年

久保　琴音 ハマヒルガオ 千葉県 成田市立公津の杜中学校 2年

齊藤　泰生 ホテイアオイ 千葉県 成田市立公津の杜中学校 2年

竹内　まい ミニトマト 群馬県 群馬大学共同教育学部附属中学校 2年

内田　浩平 ペラルゴニウム 埼玉県 さいたま市立浦和中学校 3年

柴　彩乃 ヤブジラミ 神奈川県 山手学院中学校 3年

松尾　美桜 キリ 兵庫県 兵庫県立大学附属中学校 3年

椎木　莉音 ハイビスカス 東京都 豊島岡女子学園高等学校 1年

阿部　旭葉 ソメイヨシノ 宮城県 宮城県宮城野高等学校 2年

井上　結加里 オクラ 熊本県 熊本県立岱志高等学校 2年

小澤　奈央 ハマナシ（ハマナス） 宮城県 宮城県宮城野高等学校 2年

片桐　光一朗 オシロイバナ 埼玉県 さいたま市立浦和高等学校 2年

畠山　彩愛 サボテン 神奈川県 川崎市立川崎総合科学高等学校 2年

小松　咲月 フチベニベンケイ 神奈川県 神奈川県立神奈川工業高等学校 3年

山中　聖菜 ポインセチア（ピンク） 神奈川県 神奈川県立神奈川工業高等学校 3年

渡邉　若葉 シンテッポウユリ 岐阜県 岐阜県立土岐商業高等学校 3年
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令和3年度(2021)

［一般の部］ 応募点数　145点

◎文部科学大臣賞（1点）

氏　名 作　品　名 住所

三枝　美樹 ヤマユリ 神奈川県 　

◎国立科学博物館長賞（1点） 　

伊藤　みゆき ノアザミ 愛知県

◎筑波実験植物園長賞（1点） 　

佐々木　容子 ツバキキンカクチャワンタケ 大阪府

◎佳作（5点） 　

上原　妙子 ヤクシマシャクナゲ 長野県

岡　治 ナツツバキ 埼玉県

神原　悦子 ユキモチソウ 東京都

木村　絢子 アベマキ 愛知県

右田　俊子 ニガウリ 兵庫県

◎準佳作（10点） 　

井守　百合子 カタバミ 東京都

上田　真理 ベニシダ 兵庫県

大和　正子 フトエバラモンギク 長野県

加藤　美智代 ヤマブドウ 長野県

佐藤　潤子 シラネアオイ 北海道

長岩　詩子 エビヅル 神奈川県

中山　亜季子 センナリヒョウタン 神奈川県

藤森　靖子 カノコユリ 愛知県

松本　宏子 カンボク 長野県

山寺　清治 カシワバアジサイ 長野県
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令和3年度(2021) 　

［ 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、
特別奨励賞として表彰するものです。

学　校　名 都道府県

聖徳学園小学校 東京都

宮城教育大学附属小学校 宮城県

宮城県宮城野高等学校 宮城県

国立科学博物館主催　第38回植物画コンクール入選者一覧表


	小入選一覧印刷用
	中高入選一覧印刷用
	一般(配布用）印刷用
	学校表彰印刷用

