
令和２年度 第70回佐賀県理科作品展覧会 審査結果
■特選
№ 賞種 ⽀部名 種別 作 品 名 校種 学校名 学年 ⽒名 フリガナ 備 考

1 知事賞 武雄杵島 ⼩６
アリは、空中のモノのにおいが分かるか？〜エサの
空中ブランコまでたどりつけるか⼤実験！〜

⼩学校 朝⽇⼩ ６年 武藤 佑祈 ムトウ ユウキ
継続６年⽬
才能開発コンテスト応募作品

2 知事賞 唐津 標本
（動物・昆⾍） ⿏の⾻格標本 中学校 唐津東中 ３年 ⼤久保 匡紘 オオクボ マサヒロ

3 知事賞 ⾼校 物理 吹き戻しを⽤いた倍⾳現象の研究 ⾼校 佐賀⻄⾼校
サイエンス部

2年 ⽯橋拓実
2年 太⽥海晴
2年 鈴⼭紘⽣
2年 堀彰⼈

イシバシ タクミ
オオタ カイセイ
スズヤマ コウセイ
ホリ アキト

⽇本学⽣科学賞候補

4 県議⻑賞 伊⻄ ⼩５
庭に落ちているワカメPart３ イシクラゲが役⽴つ
⽅法を探せ！

⼩学校 有⽥中部⼩ ５年 岩永 ⼀⾹ イワナガ イチカ

5 県議⻑賞 ⼩城多久
研究物

（１分野）
トラス橋と板の橋 中学校 三⽇⽉中 ２年 齋藤 俊太 サイトウ シュンタ ⽇本学⽣科学賞候補

6 県議⻑賞 ⾼校 ⽣物
アリアケスジシマドジョウを増やせ!！
〜繁殖期外の⼈⼯繁殖法の確⽴に向けて〜

⾼校 佐賀⻄⾼校
サイエンス部

2年 ⾳成和
2年 末永円佳
2年 古川留唯
2年 本多晧⼀
2年 吉末伊織

オトナリ カナウ
スエナガ マドカ
フルカワ ルイ
ホンダ コウイチ
ヨシズエ イオリ

⽇本学⽣科学賞候補

7 県教育⻑賞 ⿅島嬉野藤津 ⼩４
明⽇までにＫＡＷＡＫＡＳＥ！
〜せんたく物がかわくひみつ〜

⼩学校 ⿅島⼩ ４年 加藤 ⻘空 カトウ ソラ 才能開発コンテスト応募作品

8 県教育⻑賞 佐賀市
研究物

（２分野）
5年間冷蔵保存された変形菌の環境に対する形態変化
の研究

中学校 附属中 １年 ⼭⼝ 悠希 ヤマグチ ユキ ⽇本学⽣科学賞候補

9 県教育⻑賞 ⾼校 物理 ジャイロ式波⼒発電の製作 ⾼校 佐賀清和⾼校
理科部

2年 ⾚澤康介
2年 畑瀬佳乃
1年 古賀優⼤
1年 ⼭⽥桃々

アカザワ コウスケ
ハタセ カノ
コガ ユウキ
ヤマダ モモ

発明くふう展候補
⽇本学⽣科学賞候補

10 佐賀⼤学賞 ⼩城多久 ⼩３ ついに⾒つけた！ゴムのひみつ⼤研究 ⼩学校 ⽜津⼩ ３年 森永 敬之 モリナガ タカユキ

11 佐賀⼤学賞 唐津
研究物

（２分野）
調査！ 在来種・外来種どっちが多い？
３年間のまとめ

中学校 海⻘中 ３年 ⽯⼭ 航誠 イシヤマ コウセイ

12 佐賀⼤学賞 ⾼校 物理 響板の形状と⾳の増幅の関係に関する研究 ⾼校 佐賀⻄⾼校
サイエンス部

2年 ⽯橋拓実
2年 太⽥海晴
2年 鈴⼭紘⽣
2年 堀彰⼈

イシバシ タクミ
オオタ カイセイ
スズヤマ コウセイ
ホリ アキト

13 宇宙科学館賞 佐賀市 ⼩２
れいぞうこからそだててみた！くいしんぼうのじっ
けん シーズン２

⼩学校 兵庫⼩ ２年 前⽥ はるか マエダ ハルカ

14 宇宙科学館賞 唐津 ⼩５
メダカは ぼくの顔を 認識しているのか  （メ
ダカの育成⽇記）

⼩学校 ⼤志⼩ ５年 ⼤久保 泰祐 オオクボ ヤスヒロ

15 宇宙科学館賞 武雄杵島 ⼩６ 雲について調べよう パート３ ⼩学校 江北⼩ ６年 ⼀ノ瀬 実莉 イチノセ ミノリ 継続３年⽬

16 宇宙科学館賞 佐賀市
研究物

（１分野）
もっと、もっと、もっと遠くへ⾶べ！僕のペットボ
トルロケット（重⼼と⾶距離の関係）

中学校 鍋島中 ２年 寺松 賢⼈ テラマツ ケント 継続３年⽬
⽇本学⽣科学賞候補

17 宇宙科学館賞 佐賀市
研究物

（２分野）
蘇れ!!佐賀のシロバナタンポポ
〜私とタンポポの80⽇間〜

中学校 ⿓⾕中 ２年 德森 真凰 トクモリ マオ

18 宇宙科学館賞 ⾼校 地学 令和元年８⽉２８⽇ 佐賀豪⾬の分析 ⾼校
佐賀北⾼校
地学部

2年 安藤 友哉
2年 ⾼橋 侑汰

アンドウ トモヤ
タカハシ ユウタ

19 佐賀新聞社賞 武雄杵島 ⼩３
すごいぞ カマキリ パート２
〜ぼくのにわにいるカマキリ〜

⼩学校 ⼭内⻄⼩ ３年 丸⽥ 崇⼠朗 マルタ ソウシロウ 継続２年⽬

20 佐賀新聞社賞 ⼩城多久 ⼩５
あわあわしゅわしゅわどうなるの？パート２
〜泡を消す液体と酸性の関係〜

⼩学校 三⽇⽉⼩ ５年 ⼭⼝ 真広 ヤマグチ マヒロ 継続２年⽬

21 佐賀新聞社賞 武雄杵島
研究物

（１分野）
ブレーキシステムⅠ 中学校 武雄⻘陵中 １年 満原 愛仁 ミツハラ ナリヒト

22 読売新聞社賞 ⼩城多久 ⼩１ ザっカマキリ ⼩学校 ⽜津⼩ １年 とくなが たいせい トクナガ タイセイ 才能開発コンテスト応募作品

23 読売新聞社賞 伊⻄ ⼩３ いろんな草花 みつけたよ 2020 ver ⼩学校 曲川⼩ ３年 泊 かず歩 トマリ カズホ

24 読売新聞社賞 佐賀市 ⼩６ 蝶とＳＤＧｓ 〜蝶屋は残酷な殺⾍⻤か？〜 ⼩学校 新栄⼩ ６年 ⼭元 萌⾐ ヤマモト メイ

25 読売新聞社賞 三養基
研究物

（１分野）
最強のぽんぽん船 中学校 北茂安中

１年 原⼝ 玲華
１年 栗⼭ 智帆

ハラグチ レイカ
クリヤマ チホ

26 読売新聞社賞 伊⻄
研究物

（１分野）
「太陽熱温⽔器／
太陽光発電って損？得？調べてみよう」Part２

中学校 ⻄有⽥中
２年 ⼭⼝ ひかり
２年 川原 実姫

ヤマグチ ヒカリ
カワハラ ミキ

継続２年⽬

27 読売新聞社賞 伊⻄
研究物

（２分野）

炭で⽔をきれいにするPart３
使い捨てカイロを再利⽤してプールの⽔の浄化を⽬
指す

中学校 ⻄有⽥中 ３年 ⼭⼝ 真由 ヤマグチ マユ
継続3年⽬
発明くふう展候補

28 学研賞 武雄杵島 ⼩２ かえるのひみつミッケ！！ ⼩学校 江北⼩ ２年 ⼩林 かな絵 コバヤシ カナエ

29 学研賞 武雄杵島 ⼩４ つりの科学その４ ⼩学校 御船が丘⼩ ４年 ⾦川 佳ノ介 カナガワ ケイノスケ 継続４年⽬

30 学研賞 唐津 ⼩６
ミドリムシを ⾒たくて
〜⽔中の微⽣物の観察〜

⼩学校 鏡⼭⼩ 6年 ⽬野 杏莉 メノ アンリ

31 市村記念賞 佐賀市 ⼩３ ⼟の⾊いろいろ 佐賀市の⼟コレクション ⼩学校 春⽇⼩ ３年 樋渡 ⼣桜 ヒワタシ ユラ

32 市村記念賞 佐賀市 ⼩４ どっちに⾏くかな？ダンゴムシのめいろ研究 ⼩学校 兵庫⼩
４年 北野 伸
１年 きたの あい

キタノ シン
キタノ アイ

33 市村記念賞 唐津 ⼩５ ⿂の 寄⽣⾍を ⾒つけて 調べるぞ！！ ⼩学校 佐志⼩ ５年 鶴 匠 ツル タクミ

34 市村記念賞 佐賀市 ⼩６
志賀島で拾える⾙パート６
〜アサリにじょう化する⼒はあるのか？〜

⼩学校 兵庫⼩ ６年 瀬尾 朔太朗 セオ サクタロウ 継続６年⽬

35 市村記念賞 神埼
研究物

（１分野）
“真夏の恐怖”⽻根が回っているのに⾵が吹かない扇
⾵機のナゾに挑む！

中学校 三⽥川中 １年 森 優仁 モリ ヒロト

36 市村記念賞 ⿃栖・基⼭
研究物

（２分野）
タイ類の鱗と成⻑との関係 中学校 ⿃栖中 ２年 ⽥中 宏朗 タナカ ヒロアキ

37 発明協会賞 佐賀市 ⼩３ 氷のとけ⽅調べ パート２ ⼩学校 ⻄川副⼩ ３年 伊東 りか イトウ リカ 継続２年⽬

38 発明協会賞 佐賀市 ⼩４ 吸⽔⼒ＮＯ．1はどの紙？ ⼩学校 新栄⼩ ４年 ⽴川 涼⼦ タチカワ リョウコ

39 発明協会賞 佐賀市 ⼩５
挑め！サバイバル電池
〜究極の⾝近な素材を探せ〜

⼩学校 附属⼩ ５年 武富 悠真 タケドミ ユウマ

40 発明協会賞 ⼩城多久 ⼩６ 災害に備えてアルファ化⽶を作ろう！ ⼩学校 三⽇⽉⼩ ６年 三池 雪乃 ミイケ ユキノ

41 発明協会賞 佐賀市
研究物

（１分野）
よく回るクリップモーターの研究 中学校 城南中 １年 東元 周 ヒガシモト シュウ

42 発明協会賞 唐津 創作制作 地球にやさしいカゼインプラスチック作り 中学校 唐津東中 １年 ⼤久保 沙恵 オオクボ サエ

43 理振会⻑賞 ⿅島嬉野藤津 ⼩１ ラッキーいちごができるまで ⼩学校 浜⼩ １年 はぎお ゆうじん ハギオ ユウジン
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№ 賞種 ⽀部名 種別 作 品 名 校種 学校名 学年 ⽒名 フリガナ 備 考

44 理振会⻑賞 武雄杵島 ⼩１
かたちがかわるアゲハチョウ
ぼくとキアゲハの３０⽇

⼩学校 武雄⼩ １年 まつお たける マツオ タケル

45 理振会⻑賞 ⿃栖・基⼭ ⼩２
よう⾍のウンコはなんこ！？
〜キアゲハのよう⾍がサナギになるまで〜

⼩学校 ⿃栖北⼩ ２年 ⼤城 ⼀記 オオシロ イッキ

46 理振会⻑賞 唐津 ⼩２ ぼくは ミニトマトレンジャー ⼩学校 鏡⼭⼩ ２年 ふじ川 まさはる フジカワ マサハル

47 理振会⻑賞 武雄杵島 ⼩５ 最強のシャボン⽟液で巨⼤シャボン⽟を作る ⼩学校 朝⽇⼩ ５年 ⽊島 莉玖 キシマ リク

48 理振会⻑賞 ⿅島嬉野藤津
研究物

（２分野）
海⽔の塩分濃度
〜場所によって違いがあるのか〜

中学校 ⻄部中 ２年 川﨑 望加 カワサキ ミカ

■⼊選
№ 賞種 ⽀部名 種別 作 品 名 校種 学校名 学年 ⽒名 フリガナ 備 考

1 ⼊選 伊⻄ ⼩１ めざせ！しょくぶつはかせ ⼩学校 曲川⼩ １年 とまり ゆうた トマリ ユウタ

2 ⼊選 ⼩城多久 ⼩１ アゲハをさわりたい ⼩学校 ⽜津⼩ １年 にしぐち ちはや ニシグチ チハヤ

3 ⼊選 三養基 ⼩１ てあらい だいじ！！ ⼩学校 北茂安⼩ １年 ますだ りゅうすけ マスダ リュウスケ

4 ⼊選 伊⻄ ⼩２ カタツムリのウンコについてしらべよう ⼩学校 東⼭代⼩ ２年 まつもと じん マツモト ジン

5 ⼊選 唐津 ⼩２ からつに くらす いろいろな カニ（標本） ⼩学校 ⼤志⼩ ２年 ⽔⿃川 肇 ミドリカワ ハジメ

6 ⼊選 神埼 ⼩２ カナヘビのしいくと⾚ちゃんがうまれるまで ⼩学校 神埼⼩ ２年 ふじわら はるき フジワラ ハルキ

7 ⼊選 佐賀市 ⼩２ うかぶ？うかばない？のひみつをしりたい！！ ⼩学校 ⾚松⼩ ２年 岸川 るり キシカワ ルリ

8 ⼊選 ⿅島嬉野藤津 ⼩３ よわいかみ つよいかたち ⼩学校 明倫⼩ ３年 ⼤曲 なつき オオマガリ ナツキ

9 ⼊選 ⿅島嬉野藤津 ⼩３ くるくる回れ！ ⾵⾞ ⼩学校 明倫⼩ ３年 久冨 さえ ヒサトミ サエ

10 ⼊選 唐津 ⼩３
お⺟さんが ⼤すきな カーネーションを ⻑もち
させるには？

⼩学校 ⻑松⼩ ３年 岩本 かこ イワモト カコ

11 ⼊選 唐津 ⼩３ 植物 たんけんたい ＜パート３＞ ⼩学校 浜崎⼩ ３年 深川 りん フカガワ リン 継続３年⽬

12 ⼊選 伊⻄ ⼩４ カワニナをみつけたよ！ ⼩学校 ⽴花⼩ ４年 藤 あおい フジ アオイ

13 ⼊選 唐津 ⼩４ こんな すべり台 あったらいいな？！ ⼩学校 打上⼩ ４年 榎 莉久 エノキ リク

14 ⼊選 佐賀市 ⼩４ 磁⽯のおもちゃで くるくる ⻑くまわそう ⼩学校 ⻄与賀⼩ ４年 中⼭ 翔⼆朗 ナカヤマ ショウジロウ

15 ⼊選 武雄杵島 ⼩４ どこまで聞こえる⽷電話 ⼩学校 御船が丘⼩
４年 野⽥ かんすけ
１年 のだ よしたか

ノダ カンスケ
ノダ ヨシタカ

16 ⼊選 ⼩城多久 ⼩５ 発⾒！！「ふわふわwing」のいろいろな⾶び⽅ ⼩学校 桜岡⼩ ５年 宮﨑 郁海 ミヤザキ イクミ

17 ⼊選 ⿅島嬉野藤津 ⼩５ ダンゴムシの⽣態 ⼩学校 ⿅島⼩ ５年 岩永 吏⼈ イワナガ リヒト

18 ⼊選 唐津 ⼩５
With コロナの 時代へ向けて、細菌のことを知ろ
う！

⼩学校 鏡⼭⼩
５年 鶴 貴志
４年 鶴 貴優

ツル タカシ
ツル タカマサ

19 ⼊選 佐賀市 ⼩５
最強のアルコールランプを作ってみた
〜Secret  of  Alcohol  Lamp〜

⼩学校 本庄⼩
５年 松浦 ⼀樹
５年 ⼭﨑 祐希
５年 佃 優梨

マツウラ イツキ
ヤマサキ ユウキ
ツクダ ユリ

20 ⼊選 佐賀市 ⼩５
レタスの茎はなぜ⾚い？？
〜⾚⾊のなぞにせまる〜

⼩学校 附属⼩ ５年 守⽥ 理⼀郎 モリタ リイチロウ

21 ⼊選 ⿃栖・基⼭ ⼩５
レモン電池・２
〜味のちがいと電流の関係〜

⼩学校 ⿃栖⼩ ５年 ⻄岡 俊平 ニシオカ シュンペイ

22 ⼊選 伊⻄ ⼩６ 発⾒！！外ＶＳ内 回すと⽣まれる不思議な⼒ ⼩学校 有⽥⼩
６年 正司 浩⼤
４年 正司 悠真

ショウジ コウダイ
ショウジ ユウマ

23 ⼊選 伊⻄ ⼩６ ⽔をはじく葉のひみつ ⼩学校 有⽥中部⼩ ６年 ⼭野 華永 ヤマノ カエ

24 ⼊選 佐賀市 ⼩６ 銃⾝内がらせんの空気銃を作って命中率を⾼めよう ⼩学校 ⻄与賀⼩ ６年 中⼭ 圭⼀朗 ナカヤマ ケイイチロウ

25 ⼊選 ⿃栖・基⼭ ⼩６ 油へと姿を変える植物たち ⼩学校 旭⼩ ６年 豊増 恒⽣ トヨマス コウキ

26 ⼊選 三養基 ⼩６
「微⽣物」ってやっぱり⽣きている！？〜微⽣物の
⼀種、納⾖菌を育てて、⾁眼で⾒てみよう！！〜

⼩学校 北茂安⼩ 6年 増⽥ 有紗 マスダ アリサ

27 ⼊選 伊⻄
研究物

（１分野）
ダイラタンシー現象 〜液体？固体？〜 中学校 ⼭代中 ２年 前⼭ 律樹 マエヤマ リツキ

28 ⼊選 佐賀市
研究物

（１分野）
紙⾶⾏機☆どの紙で、どんな折り⽅がＮｏ．１に輝
くのか！?

中学校 富⼠中 ２年 ⼩副川 莉⼼ オソエガワ リコ

29 ⼊選 佐賀市
研究物

（１分野）
カゼインプラスチックの抽出量は酸性⽔溶液のpH値
と関係する

中学校 致遠館中 ２年 宮﨑 希海 ミヤザキ ノゾミ

30 ⼊選 佐賀市
研究物

（１分野）
マグネシウムの洗浄効果について 中学校 佐賀清和中 ３年 野中 琴⽣ ノナカ コトミ

31 ⼊選 武雄杵島
研究物

（１分野）
ヒートアイランド現象について考える 中学校 武雄⻘陵中

３年 ⼤坪 渚⽉
３年 ⽮川 結友

オオツボ ナツキ
ヤガワ ユユ

32 ⼊選 武雄杵島
研究物

（１分野）
浸透圧 中学校 武雄⻘陵中 ３年 正司 佳桜⼦ ショウジ カオコ

33 ⼊選 佐賀市
研究物

（２分野）
ナメクジの⾏動と花の関係性を追う!! 中学校 致遠館中 １年 渕上 舞⾐ フチカミ マイ

34 ⼊選 佐賀市
研究物

（２分野）
アシナガバチの活動は時間帯によって変化し、気温
や⽇射量が関係する

中学校 致遠館中 ２年 ⼤⽯ 泰雅 オオイシ タイガ

35 ⼊選 佐賀市
研究物

（２分野）
ヒトの⾎圧や脈拍は何に影響を受けるのか 中学校 附属中

２年 久保 野乃夏
２年 松本 果凛

クボ ノノカ
マツモト カリン

36 ⼊選 佐賀市
研究物

（２分野）
ホウレンソウの変⾊を防ぐ研究 〜クロロフィル⾊
素を抽出して分かったこと〜

中学校 弘学館中 ２年 ⾼取 杏奈 タカトリ アンナ

37 ⼊選 佐賀市
研究物

（２分野）
シジミの仕事 中学校 附属中 ２年 松元 渓悟 マツモト ケイゴ

38 ⼊選 武雄杵島 研究物
（２分野）

共存共⽣ 〜マシジミ増加計画２〜 中学校 江北中 ２年 ⼩林 遥佳 コバヤシ ハルカ 継続２年⽬

39 ⼊選 ⾼校 化学 オンライン実験室ビデオ制作 ⾼校

佐賀県⽴神埼⾼等学校
（サイエンスアカデミア
チームＫ２）

3年 緒⽅ 輝哉
3年 杉町 優介
3年 鶴⽥ 康太
3年 永沼 修⼤
3年 原  敏⽣
3年 樋⼝ ⼤輝
3年 益永 赳瑠
3年 森⼭ 和貴
3年 ⼭﨑 茉裕
3年 稲原 諒⾺

オガタ ライヤ
スギマチ ユウスケ
ツルダ コウタ
ナガヌマ シュウダイ
ハラ トシキ
ヒグチ ダイキ
マスナガ タケル
モリヤマ カズキ
ヤマサキ マヒロ
イナハラ リョウマ
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40 ⼊選 ⾼校 ⽣物 佐賀北⾼校周辺の「ヒシモドキ」の現状 ⾼校
佐賀北⾼校
地学部

1年 池⽥ 彩⾹
1年 ⽯原 はる花
1年 永渕 実優

イケダ アヤカ
イシハラ ハルカ
ナガフチ ミユ

41 ⼊選 ⾼校 ⽣物
⾙の同定と分類
〜⾙の細かい特徴を⾒分ける！〜

⾼校
唐津⻘翔⾼等学校
環境部

3年 吉永花夏
3年 古賀千妃呂
3年 佐々⽊⼼夢
3年 ⻘⽊優依
2年 久島冬弥
1年 ⼭⼝真優

ヨシナガ カナ
コガ チヒロ
ササキ ココネ
アオキ ユイ
ヒサジマ トウヤ
ヤマグチ マヒロ

42 ⼊選 ⾼校 地学 佐賀県北波多における古第三紀の化⽯群標本 ⾼校 佐賀⻄⾼校
サイエンス部

2年 池⽥朱⾥
2年 ⽊下由太郎
2年 栗林昴⽣

イケダ アカリ
キノシタ ユウタロウ
クリバヤシ コウセイ

43 ⼊選 ⾼校 地学 佐賀北⾼の気象
〜３８年間の観測データから⾒えてくること〜 ⾼校

佐賀北⾼校
地学部

2年 野⽥ 佳祐
1年 花⽥ 祐希
1年 平⼭ 瑠唯

ノダ ケイスケ
ハナダ ユウキ
ヒラヤマ ルイ

■佳作
№ 賞種 ⽀部名 種別 作 品 名 校種 学校名 学年 ⽒名 フリガナ 備 考

1 佳作 ⼩城多久 ⼩１ ヒエヒエＮｏ．１？ ⼩学校 桜岡⼩ １年 しばた あず シバタ アズ

2 佳作 唐津 ⼩１ つよい しゃぼんだまを つくろう！ ⼩学校 ⻄唐津⼩ １年 いで あやの イデ アヤノ

3 佳作 佐賀市 ⼩１
ふやそう！あさがおのたね
〜こちょこちょだいさくせん〜

⼩学校 附属⼩ １年 たけとみ あつし タケトミ アツシ

4 佳作 佐賀市 ⼩１ ぼくのあさがお おおきくなあれ ⼩学校 ⻄与賀⼩ １年 なかお ひなた ナカオ ヒナタ

5 佳作 佐賀市 ⼩１
どうしたらみためもおいしいりんごをたべられるの
かな？

⼩学校 附属⼩ １年 うらべ つばき ウラベ ツバキ

6 佳作 ⿃栖・基⼭ ⼩１ かぶとむしはなんこたまごをうむんだろう？ ⼩学校 ⿃栖⼩ １年 もとまつ たくみ モトマツ タクミ

7 佳作 神埼 ⼩１ ものやかがみのうつりかたをしらべよう ⼩学校 三⽥川⼩ １年 もと ゆずき モト ユズキ

8 佳作 伊⻄ ⼩２ グリーンカーテンをつくろう ⼩学校 有⽥中部 ２年 旗島 佳菜 ハタジマ カナ

9 佳作 唐津 ⼩２ しりたいな マーガリンの へんしんのひみつ ⼩学校 ⻑松⼩ ２年 坂元 きい サカモト キイ

10 佳作 神埼 ⼩２
フルーツのなぞ⼤はっけん
〜くだものシリーズ パート２〜

⼩学校 三⽥川⼩ ２年 ⻘⽊ かんな アオキ カンナ 継続２年⽬

11 佳作 佐賀市 ⼩２
あながあいているのに なんで⽔が こぼれない
の？

⼩学校 ⾼⽊瀬⼩ ２年 髙峰 歩 タカミネ アユム

12 佳作 佐賀市 ⼩２ おうえんしたらタネは元気にそだつか ⼩学校 川上⼩ ２年 池⾕ 素妃 イケヤ ソヒ

13 佳作 佐賀市 ⼩２ こん⾍のからだのふしぎにせまる 〜さなぎのへん
しん〜 アゲハチョウとモンシロチョウのせいちょ

⼩学校 思⻫⼩ ２年 藤川 ⼼陽
１年 藤川 優⽉

フジカワ コハル
フジカワ ユヅキ

14 佳作 ⿃栖・基⼭ ⼩２ 基⼭の川の⿂をつってみた ⼩学校 基⼭⼩ ２年 ⼤⼭ 紡 オオヤマ ツムグ

15 佳作 ⿃栖・基⼭ ⼩２ 「やさいが、うくか、うかないか」 ⼩学校 ⿃栖⼩ ２年 ⽇⼭ しおり ヒヤマ シオリ

16 佳作 伊⻄ ⼩３ よく⾶んでよく戻るブーメランは？ ⼩学校 有⽥中部⼩ ３年 岩永 ⽇翔 イワナガ ニチカ

17 佳作 ⼩城多久 ⼩３ ⼩⻨こからグルテンを取りだそう ⼩学校  東原庠舎⻄渓校 ３年 安どう 豪琉 アンドウ タケル

18 佳作 唐津 ⼩３ 葉の ふしぎ ⼩学校 浜崎⼩ ３年 阿部 カノン アベ カノン

19 佳作 唐津 ⼩３ 氷のとけ⽅を 調べてみた！ ⼩学校 湊⼩ ３年 松本 桃花 マツモト モモカ

20 佳作 神埼 ⼩３ えだまめの成⻑⽇記 ⼩学校 神埼⼩ ３年 吉村 けんすけ ヨシムラ ケンスケ

21 佳作 佐賀市 ⼩３ お花さんあなたはどれが好きですか？ ⼩学校 附属⼩ ３年 池⽥ ⽇奈⼦ イケダ ヒナコ

22 佳作 佐賀市 ⼩３
イーストきんで のみ物にふくまれる さとうのりょう
を調べよう

⼩学校 ⾼⽊瀬⼩ ３年 古賀 結⼦ コガ ユイコ

23 佳作 佐賀市 ⼩３ 切ってもまた伸びてくる⾖苗のふしぎ ⼩学校 本庄⼩ ３年 佃 真歩      ツクダ マホ

24 佳作 佐賀市 ⼩３
ゼリーのひみつ
〜こおらすととけちゃった〜

⼩学校 附属⼩ ３年 原⽥ 望央 ハラダ ミオ

25 佳作 ⿃栖・基⼭ ⼩３ せみはどこまでいくのかな？ ⼩学校 麓⼩ ３年 柴⽥ 陽翔 シバタ ハルト

26 佳作 ⿃栖・基⼭ ⼩３ ぼくのきゅうり どうしてそだたない？ ⼩学校 麓⼩ ３年 ⽵⽥ 治⽣ タケダ ハルキ

27 佳作 ⼩城多久 ⼩４ 味の感じ⽅ ⼩学校  東原庠舎⻄渓校 ４年 安どう ひで紀 アンドウ ヒデキ

28 佳作 神埼 ⼩４
KKPA（かみコップあそび）をつかって ぐるぐる回
転するもの ⾶ばしてみた！

⼩学校 三⽥川⼩ ４年 森 琴葉 モリ コトハ

29 佳作 佐賀市 ⼩４
⾊が変わるふしぎ！！液体の性質を調べよう
〜紅茶に○○を⼊れたら〜

⼩学校 ⾚松⼩ ４年 宮島 直希 ミヤジマ ナオキ

30 佳作 佐賀市 ⼩４ 容器中の空気量と⾳の⾼さの関係 ⼩学校 ⾚松⼩ ４年 ⼭本 達輝 ヤマモト タツキ

31 佳作 佐賀市 ⼩４
ムクロジのひみつ パート４
〜種からめが出るか？〜

⼩学校 兵庫⼩ ４年 瀬尾 夏未 セオ ナツミ 継続４年⽬

32 佳作 武雄杵島 ⼩４ バスボム作りに挑戦 〜重曹とクエン酸〜 ⼩学校 ⼭内東⼩ ４年 蒲地 琳 カモチ リン

33 佳作 ⿃栖・基⼭ ⼩４ 発電の⼒ ⼩学校 ⿃栖⼩ ４年 佐藤 暖來 サトウ ノコ

34 佳作 ⿃栖・基⼭ ⼩４ 「どっちが、速いかな」 ⼩学校 ⿃栖⼩ ４年 ⽇⼭ 友⾥ ヒヤマ ユリ

35 佳作 三養基 ⼩４ 海辺と河原の⽯の種類と違いを調べる ⼩学校 北茂安⼩ ４年 佐藤 慶吾 サトウ ケイゴ

36 佳作 伊⻄ ⼩５ のぞいてみよう！ ジュースの中の⽢〜い ひみつ ⼩学校 ⼤坪⼩ ５年 原 松太郎 ハラ ショウタロウ

37 佳作 ⿅島嬉野藤津 ⼩５ 卵のからを溶かす研究 ⼩学校 ⿅島⼩ ５年 古賀 優莉奈 コガ ユリナ

38 佳作 ⿅島嬉野藤津 ⼩５ 泡のひみつ ⼩学校 明倫⼩ ５年 ⻄島 廉晴 ニシジマ レンセイ

39 佳作 唐津 ⼩５ ⾝近な 薬草採集 ⼩学校 ⻑松⼩ ５年 松永 花⾳ マツナガ カノン

40 佳作 神埼 ⼩５ GUMのヒミツにせまる ⼩学校 三⽥川⼩ ５年 ⻘⽊ 空翔 アオキ ソラト

41 佳作 神埼 ⼩５
⽔と共に去りぬ！？
−トイレットペーパーのひみつー

⼩学校 三⽥川⼩ ５年 松浦 桜奏 マツウラ オウカ

42 佳作 神埼 ⼩５ 川の⽔をきれいにするには ⼩学校 千⻄⼩ ５年 ⼭中 太陽 ヤマナカ タイヨウ
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43 佳作 佐賀市 ⼩５ パンはどうやってふくらむの？ ⼩学校 ⻄川副⼩ ５年 伊東 知花 イトウ チカ

44 佳作 佐賀市 ⼩５
「うろこ⼤全集」
〜 2020 ⿂のうろこを調べてみた 〜

⼩学校 開成⼩ ５年 江⼝ 瑛太 エグチ エイタ

45 佳作 佐賀市 ⼩５ 氷のとけ⽅を調べよう ⼩学校 春⽇⼩ ５年 古賀 理帆 コガ リホ

46 佳作 佐賀市 ⼩５ レモン電池作りに挑戦！ ⼩学校 兵庫⼩ ５年 ⽥中 ⼤雅 タナカ タイガ

47 佳作 武雄杵島 ⼩５ ⾊と温度って関係あるの？？ ⼩学校 北⽅⼩ ５年 松江 璃奈 マツエ リナ

48 佳作 武雄杵島 ⼩５ かさで空を⾶ぶ！というゆめを叶えたい！ ⼩学校 御船が丘⼩ ５年 渡辺 ⽇向 ワタナベ ヒナタ

49 佳作 ⿃栖・基⼭ ⼩５ バクテリアの不思議 ⼩学校 基⼭⼩ ５年 稲⽑ 晴仁 イナゲ ハルヒト

50 佳作 ⿃栖・基⼭ ⼩５ 私の好きな⾷べ物の発酵パワー ⼩学校 麓⼩ ５年 ⾶松 夢來 トビマツ ユラ

51 佳作 三養基 ⼩５ ⽔質調査 ⼩学校 中原⼩ ５年 栗⽥  桜雅 クリタ オウガ

52 佳作 ⿅島嬉野藤津 ⼩６ 炭酸飲料のあわの秘密 ⼩学校 轟⼩ ６年 ⼭下 咲季 ヤマシタ サキ

53 佳作 ⿅島嬉野藤津 ⼩６ 起きた⼤⾬から考えよう ⼩学校 明倫⼩ ６年 ⾦⼦ 柘和 カネコ シャクナ

54 佳作 唐津 ⼩６
虹の松原の 植物研究
〜幻の キノコ「松露」を探して〜

⼩学校 ⻤塚⼩ 6年 川﨑 怜奈 カワサキ レイナ

55 佳作 佐賀市 ⼩６
ぼくは気象予報⼠になれるのかパート２
〜夏の雲と天気の関係〜

⼩学校 若楠⼩ ６年 ⽯丸 遥 イシマツ ユウ 継続２年⽬

56 佳作 佐賀市 ⼩６ ⾒えたぞ ペットボトルで顕微鏡作り ⼩学校 新栄⼩ ６年 ⼀ノ瀬 翔太 イチノセ ショウタ

57 佳作 佐賀市 ⼩６ 未来のために 今知っておこう 線状降⽔帯 ⼩学校 春⽇北⼩ ６年 堤 ⽇菜⼦ ツツミ ヒナコ

58 佳作 武雄杵島 ⼩６ 泥⽔をろ過してみよう ⼩学校 有明南⼩ ６年 野中 優季 ノナカ ユウキ 継続２年⽬

59 佳作 武雄杵島 ⼩６ 池ノ内湖ノ形と⼤きさを調べたい ⼩学校 御船が丘⼩ ６年 ⽻⽥野 琴美 ハダノ コトミ

60 佳作 ⿃栖・基⼭ ⼩６ 地点気温の観察 ⼩学校 旭⼩ ６年 中島 沙弥⾹ ナカシマ サヤカ

61 佳作 ⿃栖・基⼭ ⼩６ 太陽光発電について調べよう ⼩学校 ⿃栖北⼩ ６年 百武 愛織 ヒャクタケ アイリ

62 佳作 伊⻄
研究物

（１分野）
素材とその太さ･⻑さによる⾳の違いの研究 中学校 東陵中 １年 藤⾕ 英莉⼦ フジタニ エリコ

63 佳作 伊⻄
研究物

（１分野）
液体の体積を量る 〜分⼦の存在〜 中学校 有⽥中

２年 近藤 京⾹
２年 深海 ⽇菜多

コンドウ キョウカ
フカウミ ヒナタ

64 佳作 ⿅島嬉野藤津
研究物

（１分野）
炎⾊反応に挑戦！ 中学校 ⻄部中 １年 宮﨑 智暉 ミヤザキ トモキ

65 佳作 神埼
研究物

（１分野）
どうして汚れが落ちるのか 〜洗剤の秘密〜 中学校 神埼中 ２年 永池 美陽 ナガイケ ミハル

66 佳作 佐賀市
研究物

（１分野）
透明な液体を判別する⽅法 中学校 ⾦泉中 １年 坂⽥ 美桜 サカタ ミオ

67 佳作 佐賀市
研究物

（１分野）
グラスハープの⾳程はどのように決まるのか調べる 中学校 附属中 １年 ⽥中 響貴 タナカ ヒビキ

68 佳作 佐賀市
研究物

（１分野）
液体って⼒持ち！！  〜PART２〜 中学校 佐賀清和中 １年 松本 良啓 マツモト ヨシヒロ

69 佳作 佐賀市
研究物

（１分野）
気になる汚れ落としてみました。 中学校 ⾦泉中 ２年 伊井 優歌 イイ ユウカ

70 佳作 佐賀市
研究物

（１分野）
いや〜な ⻩ばみとり⼤会！
〜何が⼀番漂⽩してくれるのか？！〜

中学校 富⼠中 ２年 細名 春⾹ ホソナ ハルカ

71 佳作 佐賀市
研究物

（１分野）
⾊々な液体を蒸発させてみた 中学校 城南中 ２年 ⼭本 裕喜 ヤマモト ユウキ

72 佳作 武雄杵島
研究物

（１分野）
衝撃と⾓度の関係
〜運動エネルギーの分散・吸収〜

中学校 武雄⻘陵中 ３年 ⼭⽥ 彩⾹ ヤマダ サヤカ

73 佳作 ⿃栖・基⼭
研究物

（１分野）
トマトの糖度と密度の関係を調べる 中学校 ⿃栖中 １年 塩⾒ 颯⼤ シオミ ハヤタ

74 佳作 ⿃栖・基⼭
研究物

（１分野）
⾃分で電球を⾃作し、改善しよう 中学校 基⼭中 １年 江頭 依吹 エガシラ イブキ

75 佳作 ⿃栖・基⼭
研究物

（１分野）
物体の体積と落体とふりこの変化 中学校 基⼭中 １年 平井 零⼤ ヒライ レオ

76 佳作 ⿃栖・基⼭
研究物

（１分野）
熱したビー⽟を冷やすとどうなるのか？ 中学校 基⼭中 ２年 川内⽥ 妃真⾥ カワウチダ ヒマリ

77 佳作 ⼩城多久
研究物

（２分野）
カビっていったい？ 中学校 ⽜津中 １年 野⼝ 絢加 ノグチ アヤカ

78 佳作 ⼩城多久
研究物

（２分野）
なぜ？？花弁が染まる秘密 中学校 芦刈観瀾校 ７年 古川 陽菜美 フルカワ ヒナミ

79 佳作 ⼩城多久
研究物

（２分野）
敵？味⽅なの？カビの特性調べ 中学校

東原庠舎
東部校

８年 太⽥ 源稀 オオタ ゲンキ

80 佳作 ⿅島嬉野藤津
研究物

（２分野）
カビの⽣え⽅を調べよう 中学校 ⻄部中 １年 ⽥中 美⽻   タナカ ミウ

81 佳作 ⿅島嬉野藤津
研究物

（２分野）
豪⾬の原因を探る 中学校 吉⽥中 ３年 ⽥中 美⽻

３年 宮﨑 陽向
タナカ ミウ
ミヤザキ ヒナタ

82 佳作 唐津
研究物

（２分野）
花の⻑⽣き術
〜A method of prolonging life of flowers 〜

中学校 海⻘中 １年 川原 ⿇稟 カワハラ マリン

83 佳作 佐賀市
研究物

（２分野）
流星群が降る仕組みについて
〜２０⽇間のペルセウス座流星群の観測〜

中学校 ⾦泉中 １年 前⽥ 七海 マエダ ナナミ

84 佳作 佐賀市
研究物

（２分野）
わが家のお弁当の定番 夏に⼤活躍 中学校 附属中 ２年 古賀 倫⼦ コガ トモコ

85 佳作 武雄杵島
研究物

（２分野）
⾁を柔らかくする研究
〜たんぱく質の分解酵素〜

中学校 ⼭内中 １年 ⼭北 京佳 ヤマキタ キョウカ

86 佳作 武雄杵島
研究物

（２分野）
ゼリーを溶かす酵素の働き 〜パイナップルのたん
ぱく質分解酵素を調べる〜

中学校 武雄中 １年 桒原 愛 クワハラ アイ

87 佳作 ⿃栖・基⼭
研究物

（２分野）
なぜ？関節がポキポキなるの？ 中学校 基⼭中 １年 鍋島 嬉波 ナベシマ キナ

88 佳作 ⿃栖・基⼭
研究物

（２分野）
⽜乳プラスチックを作ろう 中学校 ⾹楠中 ２年 朝崎 嵩平 アサザキ コウヘイ
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№ 賞種 ⽀部名 種別 作 品 名 校種 学校名 学年 ⽒名 フリガナ 備 考

■奨励賞
№ 賞種 ⽀部名 種別 作 品 名 校種 学校名 学年 ⽒名 フリガナ 備 考

1 奨励賞 佐賀市 ⼩2 なかよく元気にいかだを作ろう ⼩学校 巨勢⼩ 2年 ⼟井 奏祐
2年 曽代島 凛

ドイ ソウスケ
ソヨジマ リン

2 奨励賞 佐賀市 ⼩４ 地球の不思議 ⼩学校 本庄⼩ ４年 ⼩川 ひかり オガワ ヒカリ

3 奨励賞 佐賀市 ⼩５ 救命いかだをペットボトルで作ろう ⼩学校 巨勢⼩
５年 千住 俊太
５年 松落 紅愛

センジュウ シュンタ
マツオチ クレア

4 奨励賞 佐賀市
研究物

（１分野）
⾝近な⽔溶液の性質を調べる 中学校

⾦⽴特別
⽀援学校

１年 ⼭本 歩夢 ヤマモト アユム

№ 賞種 ⽀部名 種別 作 品 名 校種 学校名 学年 ⽒名 フリガナ 備 考
1 読売新聞社賞 ⼩城多久 ⼩１ ザっカマキリ ⼩学校 ⽜津⼩ １年 とくなが たいせい トクナガ タイセイ 才能開発コンテスト応募作品

2 県教育⻑賞 ⿅島嬉野藤津 ⼩４
明⽇までにＫＡＷＡＫＡＳＥ！
〜せんたく物がかわくひみつ〜

⼩学校 ⿅島⼩ ４年 加藤 ⻘空 カトウ ソラ 才能開発コンテスト応募作品

3 知事賞 武雄杵島 ⼩６
アリは、空中のモノのにおいが分かるか？〜エサの
空中ブランコまでたどりつけるか⼤実験！〜

⼩学校 朝⽇⼩ ６年 武藤 佑祈 ムトウ ユウキ
継続６年⽬
才能開発コンテスト応募作品

№ 賞種 ⽀部名 種別 作 品 名 校種 学校名 学年 ⽒名 フリガナ 備 考

1 県議⻑賞 ⼩城多久 研究物
（１分野）

トラス橋と板の橋 中学校 三⽇⽉中 ２年 齋藤 俊太 サイトウ シュンタ

2 県教育⻑賞 佐賀市 研究物
（２分野）

5年間冷蔵保存された変形菌の環境に対する形態変化
の研究

中学校 附属中 １年 ⼭⼝ 悠希 ヤマグチ ユキ

3 宇宙科学館賞 佐賀市 研究物
（１分野）

もっと、もっと、もっと遠くへ⾶べ！僕のペットボ
トルロケット（重⼼と⾶距離の関係）

中学校 鍋島中 ２年 寺松 賢⼈ テラマツ ケント 継続３年⽬

4 知事賞 ⾼校 物理 吹き戻しを⽤いた倍⾳現象の研究 ⾼校
佐賀⻄⾼校

サイエンス部

2年 ⽯橋拓実
2年 太⽥海晴
2年 鈴⼭紘⽣
2年 堀彰⼈

イシバシ タクミ
オオタ カイセイ
スズヤマ コウセイ
ホリ アキト

5 県議⻑賞 ⾼校 ⽣物
アリアケスジシマドジョウを増やせ!！
〜繁殖期外の⼈⼯繁殖法の確⽴に向けて〜

⾼校 佐賀⻄⾼校
サイエンス部

2年 ⾳成和
2年 末永円佳
2年 古川留唯
2年 本多晧⼀
2年 吉末伊織

オトナリ カナウ
スエナガ マドカ
フルカワ ルイ
ホンダ コウイチ
ヨシズエ イオリ

6 県教育⻑賞 ⾼校 物理 ジャイロ式波⼒発電の製作 ⾼校 佐賀清和⾼校
理科部

2年 ⾚澤康介
2年 畑瀬佳乃
1年 古賀優⼤
1年 ⼭⽥桃々

アカザワ コウスケ
ハタセ カノ
コガ ユウキ
ヤマダ モモ

発明くふう展候補

№ 賞種 ⽀部名 種別 作 品 名 校種 学校名 学年 ⽒名 フリガナ 備 考

1 佐賀市 創作制作 平⾯モーターの研究 中学校 城南中 １年 武藤 ⼤悟 ムトウ ダイゴ

2 読売新聞社賞 伊⻄
研究物

（２分野）

炭で⽔をきれいにするPart３
使い捨てカイロを再利⽤してプールの⽔の浄化を⽬
指す

中学校 ⻄有⽥中 ３年 ⼭⼝ 真由 ヤマグチ マユ

3 県教育⻑賞 ⾼校 物理 ジャイロ式波⼒発電の製作 ⾼校
佐賀清和⾼校
理科部

2年 ⾚澤康介
2年 畑瀬佳乃
1年 古賀優⼤
1年 ⼭⽥桃々

アカザワ コウスケ
ハタセ カノ
コガ ユウキ
ヤマダ モモ

⽇本学⽣科学賞候補

才能開発コンテスト応募作品 ⼩学校から3点が選出されました

発明くふう展候補

⽇本学⽣科学賞候補 中学校から3点，⾼等学校から3点が選出されました

3点が選出されました
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