
No 分類 作品名 氏名 学年 学校名 賞

1 一般 最強のコマを作れ！PART2 森口尚吾・圭吾 6･3 川口市立舟戸小学校 優秀賞

2 物理 ホイッスルのなぞ！？ 岡田　千輝 5 川口市立並木小学校 優秀賞

3 化学 植物のパワーを見つけよう！ 中田　瑛仁 5 草加市立西町小学校 優秀賞

4 植物
"私の地元植物学「なぞ多きカラスウリの花」
 ～夜に花を咲かせる仕組みとその理由にせまる～"

掛川　百々香 5 朝霞市立朝霞第六小学校 最優秀賞

5 動物
モンシロチョウの命のつながり
～コロナ休校だから観察できたモンシロチョウの交びと産らん～

惣谷　咲香 4 和光市立白子小学校 優秀賞

6 物理
跳ねろ！ボールの運動会
～ボールのバウンドについての研究～

鈴木　達真 4 鴻巣市立鴻巣東小学校 優秀賞

7 地学 石の秘密　糸魚川で 探してみよう❕❕ PART3 篠島　秀聡 6 上尾市立原市南小学校 優秀賞

8 植物 あま～いトマト大作戦！！　シーズン2 犬塚　水稀・犬塚　双葉 3・5 さいたま市立谷田小学校 優秀賞

9 動物
きらわれものが宝物に！
くさいだけの虫じゃない‼カメムシの研究

香川　アコナ　勇　ハヴィリ 5 さいたま市立三室小学校 優秀賞

10 一般 災害だ！水はどうする？ろ過の秘密 石井　ひなの 5 さいたま市立栄和小学校 優秀賞

11 化学
ろ過装置を使って、水をきれいにしよう！
～活性炭の魅力～

佐藤　望・高橋　奏音 5･6 さいたま市立春岡小学校 優秀賞

12 一般 酢ッテナンテヤッパリスバラシイその弐 齊藤 虎ノ介 5 さいたま市立慈恩寺小学校 優秀賞

13 動物 アゲハチョウのかんさつと　おばねはなぜあるのか 山本　あかり 2 川越市立大東西小学校 優秀賞

14 地学 「地球はでっかい石だった２」～埼玉の地質編～～ 片山　陽向 6 川越市立大東西小学校 優秀賞

15 動物 あの、かたい粒の正体を探れ～歯の研究パート４～ 赤地　橙 4 坂戸市立千代田小学校 優秀賞

16 動物 ぬけがら採るぞ大作戦 野尻　蒼士 4 狭山市立山王小学校 優秀賞

17 環境 私たちにできること（生活排水浄化方法の考察） 遠藤　有紗 6 鶴ヶ島市立杉下小学校 優秀賞

18 動物 大発見!!かたつむりのふしぎ２ 高橋　ひめあ 3 所沢市立東所沢小学校 最優秀賞

19 物理 さいきょうの　こまをつくれ！ 金澤　遥真 2 飯能市立加治東小学校 優秀賞

20 動物 カブトムシの研究　＝観察5年目＝ 石原　さえ 6 飯能市立富士見小学校 優秀賞

21 地学
緑と黄緑の石で天気予報！
ー水を吸収して色が濃くなる石の研究ー

五十嵐絆・中村美咲
奈良果林・松本　笑

6 東松山市立唐子小学校 優秀賞

22 物理 飛べ！紙飛行機　よく飛ぶ紙飛行機の研究 松村　和希 5 秩父市立影森小学校 優秀賞

23 地学 化石発掘探検隊～秩父は海だったパート４～ 松本　七星４年　岳大２年 4 秩父市立吉田小学校 優秀賞

24 動物 『おしえてダンゴムシ』パート4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～夜のダンゴムシを見てみよう！～神林心音５年　神林結音５年 5 小鹿野町立両神小学校 優秀賞

25 植物 ナスの色色 松井　春樹 4 本庄市立本庄南小学校 優秀賞

26 一般 菌リンピック　～手についている菌を追え～ 小林　愛依・小林　未和 6・3 上里町立賀美小学校 優秀賞

27 動物 がんばってるね！カブトムシ 島田　脩平 3 上里町立七本木小学校 優秀賞

28 物理
目指せ、名キッカー！！２
～ラグビープレースキックの研究～

田留　源太郎 6 熊谷市立熊谷東小学校 優秀賞

29 動物
わが家に来るカブトムシ
色の違いと天気との関係を調べてみよう

樽見　夢奈 5 熊谷市立星宮小学校 優秀賞

30 動物
光が与える「まゆづくり」と「羽化」への影響
わたしのヤママユ３年目の不思議

小池　彩羽 5 熊谷市立妻沼小学校 最優秀賞

31 一般 わたしの神ねんど 佐藤 花保 1 越谷市立鷺後小学校 優秀賞

32 一般 １番回るコマはどれだ！？ 三木 陽太 3 行田市立荒木小学校 優秀賞

33 一般 紙やぬののそまり方 大風 結愛 3 羽生市立岩瀬小学校 優秀賞

34 動物
バッタの生態を探る！
～オリジナル図鑑を目指して～

芳井 優仁 3 杉戸町立杉戸小学校 優秀賞

35 動物 特定外来生物　クビアカツヤカミキリを駆除せよ！ 大室 千明 5 行田市立下忍小学校 優秀賞

36 動物 「カブトムシの大きさの研究」Ⅴ 渡邊 良洋 5 久喜市立本町小学校 優秀賞

37 動物 カタツムリの観察パート５ 稲葉 慶仁　他９名 5 松伏町立松伏小学校 優秀賞

38 植物
『ドングリは背くらべの夢を見るか？パートⅡ
～大きな系統樹の木の下で～』より　スピンオフ

高橋 真也斗 6 蓮田市立蓮田中央小学校 優秀賞

39 化学
果物のしみの悩みよ　さようなら！
～身近なもので　果物のしみを落とそう～

小栗 悠来 6 杉戸町立高野台小学校 優秀賞

埼玉県小中学生科学コンクール出品目録～小学校の部～
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No 分類 作品名 氏名 学年 学校名 賞

1 地学 手作り湿度計はどのくらい正確か？ 佐藤　幸結 2 川口市立西中学校 優秀賞

2 地学 防ごう！ヒートアイランド
科学部代表　蓜島祐智
他２５名

1・2 川口市立上青木中学校 優秀賞

3 生物 種が飛ぶ仕組み 渋井　理紀 2 川口市立上青木中学校 優秀賞

4 物理
ダイラタンシー現象を用いた
防弾チョッキの性能評価

德竹　優子 2 蕨市立第二中学校 優秀賞

5 動物 青い羽の秘密　　～構造色～ 掛川　大成 2 朝霞市立朝霞第一中学校 最優秀賞

6 一般 グルテンの研究 福田　頼維 1 鴻巣市立吹上中学校 優秀賞

7 動物
ジグモの研究パート４
～ジグモの捕食行動の決定要因の研究～

鈴木　練 2 上尾市立西中学校 優秀賞

8 動物 唾液（アミラーゼ）のデンプン分解機能の探究 西村　美乃李 2 さいたま市立木崎中学校 優秀賞

9 一般 復活せよ　ぼくらのビオトープ（３） 科学部　代表　神原 航輝 1･2･3 さいたま市立土呂中学校 最優秀賞

10 物理
　ボートの安定性
　－昨年度の研究「アルミのボートと浮力」の課題より－

自然科学部　代表　東 和樹 1･2 さいたま市立与野西中学校 優秀賞

11 一般
 乾燥剤の不思議
    ～身近なものから吸湿性のしくみを追究する　パート2～

科学部  代表　吉野 梨央 3 さいたま市立城南中学校 優秀賞

12 化学
 水溶液の電気分解と燃料電池の性質についての研究part2
   ～燃料電池は次世代エネルギーといえるのだろうか～

齊藤　佑輝 2 さいたま市立桜山中学校 優秀賞

13 環境 教室の中で一番涼しいところはどこか。パートⅢ 自然科学部 川越市立霞ヶ関中学校 優秀賞

14 動物
環境の変化とセミの定着を探る
ミカドミンミンゼミ・クマゼミ・外来種の調査

松井　優人 3 川島町立川島中学校 優秀賞

15 物理 シングルリード楽器における吹奏音の研究２ 矢野　祐奈 3 坂戸市立城山中学校 最優秀賞

16 動物 埼玉県坂戸市周辺のツマグロヒョウモンの生態と越冬に関する研究 手嶋　千尋 3 坂戸市立若宮中学校 最優秀賞

17 化学 サイリウムのレース　パート２ 細部　巧翔・高橋　琉惟 2 狭山市立中央中学校 優秀賞

18 植物 イチゴの採取と発芽条件の検討(４) 金井　楓未弥 1 日高市立高麗川中学校 優秀賞

19 植物 夏のタンポポ観察⑤～新しい場所をめぐるタンポポの特性～ 水野　朱音 1 日高市立高麗川中学校 優秀賞

20 植物 オジギソウを科学するパート３　オジギソウの好きな色を調べよう！ 山口　真槻 3 日高市立高麗川中学校 優秀賞

21 動物 続　セミのことを知ってる?～セミの観察２０２０～ 岡本　ひなの 3 ふじみ野市立大井中学校 最優秀賞

22 生物 トウキョウサンショウウオの観察を通して見る武甲山麓の豊かさについて 新井澪華 1 秩父市立秩父第一中学校 優秀賞

23 生物 ウズラの孵化ＰＡＲＴ６～お店で売っている卵を孵化させよう～ 三上遥音 3 秩父市立影森中学校 優秀賞

24 生物
ニホンアマガエルの拡散と成長、定着
～校舎北側の研究・2年目～

藤井　岳・野澤　倫太郎
金田　季織

全2年 秩父市立高篠中学校 最優秀賞

25 植物 植物の屈性について 塚本　悠聖 1 本庄市立本庄南中学校 優秀賞

26 物理 甘さは光ではかれる？ 平野　広奈 2 美里町立美里中学校 優秀賞

27 地学 大空の物語パート6　5年間の気象観測を防災リテラシーへつなげる 福島　直太郎 3 本庄市立本庄西中学校 優秀賞

28 一般
手洗い・掃除で病気知らず！
～身近なもので除菌効果～

西澤　凜 2 熊谷市立富士見中学校 優秀賞

29 動物
ライトトラップ大作戦５
～続・ドウガネブイブイvsアオドウガネ～

中島　喜之介 2 熊谷市立大麻生中学校 優秀賞

30 植物
アサガオの研究　Part５
つるに危険が迫ってきたら・・・！？

根岸　絢音 1 深谷市立明戸中学校 優秀賞

31 一般 太陽の光でご飯はたけるのか？～災害時に役立つ研究～ 猪股 一磨 1 羽生市立東中学校 優秀賞

32 動物
ダンゴムシの好きな葉　part５
消化時間の明るさと雌雄の関係性

伊藤 美織 1 越谷市立中央中学校 優秀賞

33 一般
田んぼの生物多様性と多面的機能の研究　Part5
チュウサギが教えてくれた田んぼの課題

山田 陸眞 2 越谷市立千間台中学校 優秀賞

34 物理 色の違いと色の濃さによる温度変化のしかたの違い～season２～ 折本 大雅 3 加須市立大利根中学校 優秀賞

35 植物
レンズの向こうに広がる美しい世界
～懸命に生きるボルボックスにせまれ～ＰＡＲＴⅢ

森山 結衣 3 春日部市立武里中学校 優秀賞

36 動物
都市部で昆虫は減少しているのだろうか？
～春日部市と那須町の昆虫の種類や数を調べる～

古賀 竜雅 3 春日部市立武里中学校 優秀賞

37 化学
この地に還れ　part２
～生分解性プラスチック～

大熊 陽莉・天笠めぐみ 3 久喜市立菖蒲中学校 優秀賞

38 一般
カビの繁殖状況調査 PartⅧ
～カビの抑制効果～

科学部　代表　会田 晴香 春日部市立春日部中学校 優秀賞

埼玉県小中学生科学コンクール出品目録　～中学校～

東部地区

南部地区

さいたま市

西部地区

北部地区


