
平成１４年度 第５１回 川崎市理科作品展入賞作品
第４６回 日本学生科学賞（県審査までの結果を入力）

第２類

金 賞 ６点
市長賞 玉川に降る雨 玉川中 ３年 県科学振興委賞内野麻子、大場菜穂子、新呂春奈
教育長賞 ポンプボトルを使った水中のシャボン玉作りの研究 宮崎中 ３年 川崎市教委賞鵜沼聡美、中村あいり、眞山祐衣
研究部会長賞 避けて、保って、通り抜けて 玉川中 ２年 西村由里、野口麻衣 県科学振興委賞
研究部会長 カビの研究 宮前平中 １年 近藤真加奨励賞
特別賞（東電） 植物の研究（総集編） 京町中 ３年 藤井萠子
特別賞（東芝） アサガオとサツマイモのつぎ木 ＰａｒｔⅡ 塚越中 ２年 飯田花織

銀 賞 ８点
ドングリにあなをあけた昆虫 南菅中 １年 荒井直樹
ハエの生態 菅 中 １年 藤原海渡、永野弘夢
ボールの弾み方 平 中 ２年 斉藤寛世、山田菜苗
煮る 玉川中 県科学振興委賞２・３年 朝岡政也、川島陽一朗、斉藤真哉、波田 瑛

山下貴之、年須原雄太、高橋識弘、松本泰幸
分解者たち 玉川中 ３年 県科学振興委賞江川広樹、江熊 亮、小沢真崇、後藤淳一、

松本 翔
土にかえる 玉川中 ３年 江口佑衣、永延葉月
太陽光の蓄熱・放熱の実験 宮崎中 ３年 県科学振興委賞江島一樹、細川 優、佐藤聡
風力発電－フェイズ２ 宮崎中 ３年 山本 昴 ｾﾝﾀｰ館長賞県青少年

銅 賞 １７点
ウチワの研究 宮前平中 １年 北川七生
サボテンの不思議 宮前平中 １年 正清友香
雨上がりのしずく 稲田中 １年 宮下瞳美
「土」が固まるということはどういうことか？ 生田中 １年 平井爽人
カラーキャンドル 田島中 ２年 久保翔太、倉橋幸靖
ネバネバの限界 玉川中 ２年 五十嵐美香、藤田希紘 県科学振興委賞

飯田舞子、大原那美、白井玲子、山口千津瑠殖やす 玉川中 ２年
田中ことみ、鈴木春香、只木麻菜、川本菜緒色々な水溶液における屈折率の研究 稲田中 ２年
赤池真衣、尾崎有里恵、叶谷麻美、矢田部千佳Ｒｅｂｏｕｎｄ 玉川中 ３年
岡野 竜、岡東 巧、西川哲郎、森田 純Ｓｗｅｅｐｉｎｇ 玉川中 ３年
内田瑛子、岡本恵里香、中山香織濡れた紙 玉川中 ３年
笹本 梓、首藤麻也香、白井瑶子、三浦飛鳥Ｔｈｅ ｄｕｓｔ 玉川中 ３年

水に食塩水を入れたとき、対流が起きない原因 西中原中 ３年 爪 哲史 県科学振興委賞
緑陰力は都市の温暖化を緩和できるか？ 西高津中 生物部と有志 県知事賞、代表 渡邊雅洋
（県：ヒートアイランドを緩和する植物の研究）
身近にある食品の抗菌能力を調べる 宮崎中 ３年 市岡隆幸
チョウの研究 菅生中 ３年 小串恵美子
シャボン玉の研究 菅生中 ３年 白川生恵



佳 作 ２９点
カイワレダイコンが旅人の運命をかえた！！ 川中島中 １年 大野千尋 県科学振興委賞
光合成の研究 京町中 １年 船野優人
イースト菌の活動の記録 富士見中 １年 宮内崇文、田村直己
吸水と発芽の関係 井田中 １年 惣川友紀子
ジャンプ台の角度での、球の飛ぶ距離を調べる 西中原中 １年 佐田拓樹
どんなコマがよく回る？ 東高津中 １年 徳永麻衣
「はり」とたわみ～棒のたわみについて～ 稲田中 １年 山坂旭成
植物の道管について 金程中 １年 池田ななン
植物の蒸散作用について 金程中 １年 飯島祥平
等々力緑地とコクサグモ、ジョウロウグモの関係 宮内中 ２年 中村浩一郎 県科学振興委賞
茶碗蒸しの固まり方の研究 宮崎中 ２年 高井亮
夏の暑さについて 宮崎中 ２年 坂口佳子
だいこんおろしは本当に消化にいいのか？ 宮前平中 ２年 佐野有香
冷却パックの研究 南生田中 ２年 稲村緑
タマノカンアオイの生育環境と分布 金程中 ２年 山崎崇広
カビについて 麻生中 ２年 鈴木悠司

井沢美奈、木村枝里子、椎名恵梨香 県科学技術アカデミー理事長賞ほっとしないホットケーキ 川中島中 ３年
向来翔太、大竹正純、高場敦史、島崎昇太液体に電流を流そう！ 田島中 ３年

スーパーボール バウンドの研究 田島中 ３年 長田満、渡辺和也
選択 玉川中 ３年 佐藤茉莉子、藤井由里香
ひもゴマを長く回すための条件とは 西中原中 ３年 武藤翔太
酸と塩分があたえる植物への影響 宮崎中 ３年 根本さゆり、我妻冴子
三浦半島とメノウ 西高津中 生物部、西澤祐樹
水はあたたまりやすいのかさめやすいのか？ 宮前平中 ３年 前島愛子
物体の落下運動 菅生中 ３年 内田裕規
音の科学 菅生中 ３年 武藤杏美 横浜商工会頭賞
乾電池のPOWERについて 中野島中 ３年 池澤大樹
効果的なトレーニングとは？ 菅中 ３年 宮崎祥
湧水について（町田市芹ヶ谷公園） 長沢中 ３年 篠木悠希

学校賞

県科学振興委学校賞学校賞（２校） 優れた作品が数多く出品された 玉川中学校
宮崎中学校

第３類

魚の耳石の標本 橘 中 ３年 平林知浩銀 賞
沖縄の貝 渡田中 １年 鈴木知尋銅 賞
多摩川の河原の石 中野島中 ２年 田島隆弘
貝の標本 中野島中 ２年 屋賀比有佳
シラス［で］さがす！！？ 東橘中 ３年 紫崎由紀也佳 作

第６０回川崎市青少年創意くふう展入賞作品

金賞(市長賞) ランチョンマット 御幸中 １年 大野響子
銀賞( ) シャボン玉発生器 塚越中 ３年 野田崇博教育長賞
銅賞(優秀賞) 万能鍋しき 橘 中 ３年 脇坂達矢
銅賞(優秀賞) 冷帽 中原中 ２年 二宮良介


