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B01 宮崎県 
宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 数理工学　電
波流星観測班

文化連盟賞 K01 長崎県 長崎県立長崎北高等学校 理科部 文化連盟賞 S01鹿児島県 鹿児島県立国分高等学校 サイエンス部　昆虫班 文化連盟賞 C01 新潟県 新潟県立新潟中央高等学校 地学部 文化連盟賞 P01 福岡県 福岡県立宗像高等学校 電気物理部 物理 文化連盟賞

兵庫県立洲本高等学校 自然科学部
兵庫県立津名高等学校 自然科学部

B03鹿児島県 鹿児島県立頴娃高等学校 物理研究班 文化連盟賞 K03 静岡県 静岡県立浜松北高等学校 地学部 文化連盟賞 S03 青森県 青森県立八戸高等学校 自然科学愛好会 文化連盟賞 C03 宮城県 宮城県仙台第二高等学校 地学部 文化連盟賞 P03 長崎県 長崎県立西陵高等学校 科学部 物理 文化連盟賞

B04 石川県 石川県立金沢泉丘高等学校 物理部 文化連盟賞 K04 福岡県 福岡県立福岡高等学校 化学部 文化連盟賞 S04神奈川県 向上高等学校 生物部 文化連盟賞 C04 熊本県 熊本県立天草高等学校 科学部 文化連盟賞 P04 徳島県 徳島県立脇町高等学校 科学部 物理 文化連盟賞

B05 山形県 山形県立山形工業高等学校 科学部 文化連盟賞 K05 兵庫県 兵庫県立川西北陵高等学校 自然科学部 文化連盟賞 S05 島根県 島根県立浜田高等学校 自然科学部 文化連盟賞 C05 茨城県 茨城県立土浦第一高等学校 地学部 文化連盟賞 P05 静岡県 静岡県立磐田南高等学校 地学部 地学
文化庁長官文化庁長官文化庁長官文化庁長官

賞賞賞賞

B06 福岡県 福岡県立宗像高等学校 電気物理部 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞 K06 群馬県 群馬県立富岡高等学校 理科部 文化連盟賞 S06 新潟県 新潟県立新潟中央高等学校 生物部 文化連盟賞 C06和歌山県 近畿大学附属和歌山高等学校 科学部 文化連盟賞 P06 宮崎県 宮崎県立宮崎北高等学校 科学部 地学 文化連盟賞

長崎県立小浜高等学校 科学・写真部
長崎県立島原高等学校 理学部

B08 宮城県 宮城県仙台第二高等学校 物理部 文化連盟賞 K08 大分県 大分県立大分上野丘高等学校 化学部 文化連盟賞 S08 富山県 高岡龍谷高等学校 理科部 文化連盟賞 C08 北海道 北海道札幌北陵高等学校 自然科学部 文化連盟賞 P08 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 天文部 地学 文化連盟賞

B09 長崎県 長崎県立長崎工業高等学校 科学部 文化連盟賞 K09 山梨県 山梨県立甲府南高等学校 物質化学部 文化連盟賞 S09 岩手県 
岩手県立盛岡農業高等学校 環境科学科　森林文化研究
班

文化連盟賞 C09鹿児島県 鹿児島県立錦江湾高等学校 天文物理部 優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞 P09 新潟県 新潟県立新潟中央高等学校 地学部 地学 文化連盟賞

B10 広島県 広島県立祇園北高等学校 科学研究部 文化連盟賞 K10 茨城県 茨城県立水戸第二高等学校 数理科学同好会 優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞 S10 福岡県 福岡大学附属大濠高等学校 生物部 文化連盟賞 C10 静岡県 静岡県立磐田南高等学校 地学部 文化連盟賞 P10 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 園芸部 化学
文部科学大文部科学大文部科学大文部科学大
臣賞臣賞臣賞臣賞

B11 富山県 富山県立氷見高等学校 理科部 文化連盟賞 K11 沖縄県 昭和薬科大学附属高等学校 科学部 文化連盟賞 S11 滋賀県 滋賀県立彦根東高等学校 ＳＳ部生物班 優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞 C11 岩手県 岩手県立水沢高等学校 自然科学部 文化連盟賞 P11 山口県 
学校法人　山口高川学園　高川学園中学・
高等学校 科学部

化学 文化連盟賞

B12和歌山県 近畿大学附属和歌山高等学校 科学部 文化連盟賞 K12 欠　番 S12 徳島県 徳島県立脇町高等学校 ＳＳＨ活動部 文化連盟賞 C12 欠　番 P12 長崎県 長崎県立長崎西高等学校 化学部 化学 文化連盟賞

B13 欠　番 K13 欠　番 S13 沖縄県 沖縄県立辺土名高等学校 サイエンス部 文化連盟賞 C13 欠　番 P13 石川県 石川県立金沢二水高等学校 化学部 化学 文化連盟賞

B14 欠　番 K14 欠　番 S14 静岡県 静岡県立沼津東高等学校 化学部 文化連盟賞 C14 欠　番 P14 福島県 福島県立磐城高等学校 化学部 化学 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞

B15 福島県 福島県立福島南高等学校 科学研究部 文化連盟賞 K15 長崎県 長崎県立佐世保北高等学校 科学部 文化連盟賞 S15 広島県 広島県立広島国泰寺高等学校 理数ゼミ生物班 文化連盟賞 C15 東京都 東京都立多摩科学技術高等学校 科学研究部 文化連盟賞 P15 富山県 富山県立石動高等学校 科学部 化学 文化連盟賞

B16 千葉県 
千葉県立成田北高等学校 サイエンス部（パ
ソコン班）

文化連盟賞 K16 岐阜県 岐阜県立岐山高等学校 化学部 文化連盟賞 S16和歌山県 近畿大学附属和歌山高等学校 科学部 文化連盟賞 C16 滋賀県 滋賀県立米原高等学校 地学部 文化連盟賞 P16 沖縄県 沖縄県立那覇国際高等学校 化学部 化学 文化連盟賞

B17 佐賀県 佐賀県立佐賀西高等学校 サイエンス部 文化連盟賞 K17 福島県 福島県立磐城高等学校 化学部 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞 S17 長崎県 長崎県立長崎北陽台高等学校 生物部 優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞 C17 石川県 星稜高等学校 天文学部 文化連盟賞 P17 佐賀県 佐賀県立唐津青翔高等学校 環境部 生物 文化連盟賞

B18 静岡県 静岡県立清水東高等学校 自然科学部物理班 最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 K18 東京都 東京都立科学技術高等学校 科学研究部 文化連盟賞 S18 千葉県 千葉県立東葛飾高等学校 生物部 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞 C18 宮崎県 
宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 数理工学
オーロラ研究班

文化連盟賞 P18 茨城県 茨城県立水戸第一高等学校 生物同好会部 生物 文化連盟賞

B19 長崎県 長崎県立西陵高等学校 科学部 優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞 K19 岩手県 
岩手県立盛岡農業高等学校 環境科学科　森
林文化研究班

文化連盟賞 S19 山梨県 山梨県立笛吹高等学校 植物研究部 文化連盟賞 C19 青森県 青森県立青森南高等学校 自然科学部 最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 P19 島根県 島根県立隠岐高等学校 科学情報部 生物 文化連盟賞

B20 山梨県 山梨県立都留高等学校 地球物理部 文化連盟賞 K20 徳島県 徳島県立脇町高等学校 ＳＳＨ活動部 文化連盟賞 S20 宮城県 宮城県宮城第一高等学校 生物部 文化連盟賞 C20 群馬県 群馬県立太田女子高等学校 地学部 文化連盟賞 P20 長崎県 長崎県立長崎北陽台高等学校 生物部 生物 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞

B21 茨城県 茨城県立水戸第一高等学校 化学部 文化連盟賞 K21 熊本県 熊本県立熊本工業高等学校 化学部 文化連盟賞 S21 石川県 石川県立金沢伏見高等学校 科学部 文化連盟賞 C21 兵庫県 兵庫県立三田祥雲館高等学校 天文部 優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞 P21 群馬県 群馬県立尾瀬高等学校 理科部 生物 文化連盟賞

B22 北海道 北海道札幌北高等学校 物理化学部 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞 K22 千葉県 千葉県立安房高等学校 化学部 文化連盟賞 S22 群馬県 群馬県立勢多農林高等学校 実験動物部 文化連盟賞 C22 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 地学部 文化連盟賞 P22 滋賀県 滋賀県立河瀬高等学校 科学部　生物班 生物 文化連盟賞

B23 熊本県 熊本県立宇土高等学校 科学部物理班 文化連盟賞 K23 滋賀県 滋賀県立河瀬高等学校 科学部　化学班 文化連盟賞 S23 長崎県 長崎県立長崎西高等学校 生物部 文化連盟賞 C23 岐阜県 岐阜県立多治見北高等学校 自然科学部 文化連盟賞 P23 青森県 青森県立八戸北高等学校 地学部 生物 文化連盟賞

B24 欠　番 K24 欠　番 S24 山形県 山形県立加茂水産高等学校 水産生物部 文化連盟賞 C24 欠　番 文化連盟賞 P24 熊本県 熊本県立東稜高等学校 生物部 生物 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞

B25 新潟県 新潟県立新発田高等学校 自然科学部 文化連盟賞 K25 長崎県 長崎県立長崎北高等学校 理科部 文化連盟賞 S25 佐賀県 佐賀県立鳥栖高等学校 科学部 文化連盟賞 C25 福島県 福島県立磐城高等学校 天文地質部 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞 P25 千葉県 千葉県立大多喜高等学校 生物部 生物 文化連盟賞

B26 滋賀県 滋賀県立膳所高等学校 物理地学班 文化連盟賞 K26 山形県 山形県立山形中央高等学校 化学部 文化連盟賞 S26 東京都 帝京大学系属帝京高等学校 生物部 文化連盟賞 C26 福岡県 東筑紫学園高等学校 理科部 文化連盟賞 P26 山形県 山形県立鶴岡南高等学校 科学部 生物 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞

B27 群馬県 群馬県立前橋女子高等学校 地学部 優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞 K27 富山県 富山県立富山高等学校 自然科学部 文化連盟賞 S27 北海道 北海道札幌旭丘高等学校 生物部 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞 C27 千葉県 
千葉県立船橋芝山高等学校 アースサイエン
ス部

文化連盟賞 P27 大分県 大分県立大分舞鶴高等学校 科学部生物班 生物
文化庁長官文化庁長官文化庁長官文化庁長官

賞賞賞賞

B28 沖縄県 沖縄県立豊見城南高等学校 科学部 文化連盟賞 K28和歌山県 近畿大学附属和歌山高等学校 科学部 文化連盟賞 S28 大分県 大分県立安心院高等学校 科学部 文化連盟賞 C28 長崎県 長崎県立島原高等学校 理学部 文化連盟賞 P28 北海道 北海道札幌啓成高等学校 科学部 生物 文化連盟賞

B29 青森県 青森県立青森南高等学校 自然科学部 文化連盟賞 K29 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 科学部 文化連盟賞 S29 山口県 
学校法人　山口高川学園　高川学園中学・高等学校 科
学部

文化連盟賞 C29 富山県 富山県立上市高等学校 科学部 文化連盟賞 P29 東京都 東京都立多摩科学技術高等学校 科学研究部 生物 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞

B30 岐阜県 岐阜県立岐阜農林高等学校 科学部 文化連盟賞 K30 北海道 函館大学付属柏稜高等学校 理科研究部 文化連盟賞 S30 熊本県 熊本マリスト学園高等学校 サイエンス部 文化連盟賞 C30 長崎県 長崎県立長崎西高等学校 地学部 文化連盟賞 P30 岡山県 岡山県立玉島高等学校 生物部 生物 文化連盟賞

B31 大分県 大分県立大分舞鶴高等学校 理数科課題研究 文化連盟賞 K31 宮崎県 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校 化学部 文化連盟賞 S31 福島県 福島県立会津学鳳高等学校 ＳＳＨ探究部 文化連盟賞 C31 山梨県 山梨県立都留高等学校 地球物理学 文化連盟賞 P31鹿児島県 鹿児島県立錦江湾高等学校 生物研究部 生物 文化連盟賞

B32 徳島県 徳島県立脇町高等学校 ＳＳＨ活動部 文化連盟賞 K32 石川県 石川県立金沢泉丘高等学校 化学部 優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞 S32 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 自然科学部生物班 最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 C32 沖縄県 沖縄県立球陽高等学校 地球科学部 文化連盟賞 P32 長崎県 長崎県立長崎西高等学校 生物部 生物 文化連盟賞

B33 長崎県 長崎県立佐世保南高等学校 科学部 文化連盟賞 K33鹿児島県 鹿児島県立錦江湾高等学校 化学研究部 文化連盟賞 S33 宮崎県 
宮崎県立門川高等学校 ネイチャーサイエンス系列・ホ
タルプロジェクト班

文化連盟賞 C33 山口県 山口県立山口高等学校 天文部 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞 P33神奈川県 向上高等学校 生物部 生物 文化連盟賞

B34 欠　番 K34 欠　番 S34 茨城県 茨城県立日立第一高等学校 地学部 文化連盟賞 C34 欠　番 P34 山梨県 山梨県立韮崎高等学校 自然科学部 生物 文化連盟賞

P35 和歌山県 和歌山県立耐久高等学校 自然科学部 生物 文化連盟賞

P36 広島県 
広島県立広島国泰寺高等学校 理数ゼミ生物
班

生物 文化連盟賞

№ 都道府県名 学校・団体名 受賞内容 № 都道府県名 学校・団体名 受賞内容 № 都道府県名 学校・団体名 受賞内容 № 都道府県名 学校・団体名 受賞内容 № 都道府県名 学校・団体名 分野 受賞内容

B18 静岡県 静岡県立清水東高等学校 自然科学部物理班 最優秀賞 K07 宮城県 宮城県古川高等学校 自然科学部化学班 最優秀賞 S32 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 自然科学部生物班 最優秀賞 C19 青森県 青森県立青森南高等学校 自然科学部 最優秀賞 P10 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 園芸部 化学 文部科学大臣賞

B27 群馬県 群馬県立前橋女子高等学校 地学部 優秀賞 K10 茨城県 茨城県立水戸第二高等学校 数理科学同好会 優秀賞 S17 長崎県 長崎県立長崎北陽台高等学校 生物部 優秀賞 C09 鹿児島県 鹿児島県立錦江湾高等学校 天文物理部 優秀賞 P05 静岡県 静岡県立磐田南高等学校 地学部 地学 文化庁長官賞

B19 長崎県 長崎県立西陵高等学校 科学部 優秀賞 K32 石川県 石川県立金沢泉丘高等学校 化学部 優秀賞 S11 滋賀県 滋賀県立彦根東高等学校 ＳＳ部生物班 優秀賞 C21 兵庫県 兵庫県立三田祥雲館高等学校 天文部 優秀賞 P27 大分県 大分県立大分舞鶴高等学校 科学部生物班 生物 文化庁長官賞

B06 福岡県 福岡県立宗像高等学校 電気物理部 奨励賞 K17 福島県 福島県立磐城高等学校 化学部 奨励賞 S18 千葉県 千葉県立東葛飾高等学校 生物部 奨励賞 C25 福島県 福島県立磐城高等学校 天文地質部 奨励賞 P24 熊本県 熊本県立東稜高等学校 生物部 生物 奨励賞

B22 北海道 北海道札幌北高等学校 物理化学部 奨励賞 K02 広島県 広島大学附属高等学校 科学研究班 奨励賞 S27 北海道 北海道札幌旭丘高等学校 生物部 奨励賞 C33 山口県 山口県立山口高等学校 天文部 奨励賞 P14 福島県 福島県立磐城高等学校 化学部 化学 奨励賞

P26 山形県 山形県立鶴岡南高等学校 科学部 生物 奨励賞

P20 長崎県 長崎県立長崎北陽台高等学校 生物部 生物 奨励賞

P29 東京都 東京都立多摩科学技術高等学校 科学研究部 生物 奨励賞

文化連盟賞 K02 宮城県 

研究発表物理部門上位入賞校 研究発表化学部門上位入賞校 研究発表生物部門上位入賞校 研究発表地学部門上位入賞校 ポスター（パネル）発表上位入賞校

S02 兵庫県 文化連盟賞広島県 B02神奈川県 川崎市立川崎高等学校 科学部

文化連盟賞

平成２５年８月２日（金）～４日（日）　　島原文化会館／森岳公民館

２０１３長崎しおかぜ総文祭　自然科学部門大会

研 究 発 表
ポスター（パネル）発表

物理部門 化学部門 生物部門 地学部門

第３７回　全国高等学校総合文化祭長崎大会　自然科学部門　受賞結果一覧(順位順)

宮城県 宮城県古川高等学校 自然科学部化学班

大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校 科学部 文化連盟賞

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 S07 長崎県 文化連盟賞

C02

島根県 

広島大学附属高等学校 科学研究班 奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞

文化連盟賞 C07 島根県立隠岐高等学校 科学情報部B07 東京都 東京都立科学技術高等学校 科学研究部 文化連盟賞 K07

文化連盟賞P02

P07 岐阜県 岐阜県立斐太高等学校 科学部 地学

宮城県気仙沼高等学校 自然科学部 物理


