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熊本県 熊本県立宇土高等学校　科学部物理班 文化連盟賞 富山県 富山県立富山高等学校　自然科学部 文化連盟賞 熊本県 熊本マリスト学園高等学校　サイエンス部 奨励賞 山口県 高川学園高等学校　科学部 文化連盟賞 茨城県 茨城県立水戸第二高等学校　数理科学同好
会 物理 奨励賞

神奈川県神奈川県立小田原高等学校　物理部 文化連盟賞 広島県 広島県立広島国泰寺高等学校　理数ゼミ化
学班 優秀賞 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 大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校　科学部 文化連盟賞 宮城県 宮城県仙台第二高等学校　化学部 物理 文化連盟賞

北海道 北海道札幌北高等学校　物理化学部 文化連盟賞 鹿児島県鹿児島県立鶴丸高等学校　化学部 文化連盟賞 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 熊本県 熊本県立第一高等学校　地学部 文化連盟賞 千葉県 市川学園市川高等学校　SSH部 物理 文化連盟賞

茨城県 茨城県立土浦第一高等学校　物理実験部 優秀賞 福岡県 福岡県立修猷館高等学校　化学部 文化連盟賞 千葉県 千葉県立東葛飾高等学校　生物部 奨励賞 京都府 京都府立木津高等学校　園芸部環境班 文化連盟賞 神奈川県神奈川県立横浜修悠館高等学校　科学部 物理 文化連盟賞

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 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 茨城県 茨城県立日立第一高等学校　生物部 優秀賞 広島県 広島大学附属高等学校　科学研究班 文化連盟賞 徳島県 徳島県立城南高等学校　科学部 生物 文化連盟賞

群馬県 群馬県立中央中等教育学校　科学部 文化連盟賞 長崎県 佐世保工業高等専門学校　サイエンス部 文化連盟賞 福島県 福島県立磐城高等学校　生物部 文化連盟賞 群馬県 群馬県立前橋女子高等学校　MJ-Lab 優秀賞 山形県 山形県立加茂水産高等学校　水産生物部 生物 文化連盟賞

沖縄県 沖縄県立美来工科高等学校　科学同好会 文化連盟賞 徳島県 徳島県立脇町高等学校　探究化学班 文化連盟賞 茨城県 茗溪学園高等学校　科学部 文化連盟賞 鹿児島県 鹿児島県立錦江湾高等学校　天文物理部 文化連盟賞 岩手県 岩手県立水沢高等学校　自然科学部生物班 生物 文化連盟賞

青森県 青森県立青森南高等学校　自然科学部 文化連盟賞 茨城県 茨城県立水戸第一高等学校　化学部 文化連盟賞 山形県 山形県立山形中央高等学校　生物部 文化連盟賞 長崎県 長崎県立長崎西高等学校　地学部 文化連盟賞 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

島根県 島根県立島根中央高等学校　自然科学部 文化連盟賞 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校　科学部 文化連盟賞 宮崎県 宮崎県立宮崎大宮高等学校　生物部 優秀賞 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校　数理工学同
好会 文化連盟賞 熊本県 熊本県立東稜高等学校　生物部 生物 文部科学大臣

賞

鹿児島県池田学園池田高等学校　SSH課題研究物理班① 文化連盟賞 茨城県 茨城県立緑岡高等学校　化学部 文化連盟賞 和歌山県和歌山県立紀央館高等学校　自然科学部 文化連盟賞 青森県 青森県立八戸北高等学校　地学部 文化連盟賞 山梨県 山梨県立韮崎高等学校　生物研究部 生物 文化連盟賞

富山県 富山県立富山高等学校　自然科学部 文化連盟賞 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校　環境科学部 文化連盟賞 佐賀県 佐賀県立唐津青翔高等学校　環境部 文化連盟賞 福岡県 福岡県立小倉高等学校　科学部 奨励賞 新潟県 新潟県立柏崎高等学校　生物部 生物 文化庁長官賞

新潟県 新潟県立新発田高等学校　自然科学部 文化連盟賞 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 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 茨城県 茗溪学園高等学校　科学部 文化連盟賞 長崎県 長崎県立長崎西高等学校　生物部 生物 文化連盟賞

千葉県 千葉県立木更津高等学校　理化部 文化連盟賞 沖縄県 沖縄県立辺土名高等学校　環境科サイエン
ス部 文化連盟賞 福岡県 福岡県立修猷館高等学校　生物研究部 文化連盟賞 沖縄県 沖縄県立真和志高等学校　科学クラブ 文化連盟賞 山口県 高川学園高等学校　科学部 生物 文化連盟賞

長崎県 長崎県立西陵高等学校　科学部 奨励賞 熊本県 熊本県立八代工業高等学校　理科研究班 文化連盟賞 富山県 清光学園　高岡龍谷高等学校　理科部 文化連盟賞 福島県 福島県立磐城桜が丘高等学校　科学部 文化連盟賞 和歌山県和歌山県立日高高等学校　生物部 生物 文化連盟賞

広島県 広島県立広島国泰寺高等学校　理数ゼミ物
理班 最優秀賞 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 神奈川県向上高等学校　生物部 文化連盟賞 山形県 山形県立山形中央高等学校　生物部 文化連盟賞 岐阜県 岐阜県立八百津高等学校・
岐阜県立加茂高等学校　自然科学部・自然
科学部

生物 文化連盟賞

岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校　自然科学部物理班 文化連盟賞 山形県 山形県立鶴岡南高等学校　科学部 文化連盟賞 北海道 北海道北広島高等学校　生物部 文化連盟賞 静岡県 静岡県立磐田南高等学校　地学部 最優秀賞 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

福島県 福島県立会津学鳳高等学校　ＳＳＨコース 文化連盟賞 大分県 大分県立大分上野丘高等学校　化学部 最優秀賞 新潟県 新潟明訓高等学校　生物部 文化連盟賞 徳島県 徳島県立城南高等学校　科学部 文化連盟賞 島根県 島根県立益田高等学校　自然科学部 生物 文化連盟賞

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 静岡県 静岡県立浜松北高等学校　物理・化学部 奨励賞 鹿児島県池田学園池田高等学校　SSH課題研究生物班② 文化連盟賞 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校　地学部 文化連盟賞 茨城県 茨城県立日立第一高等学校　生物部 生物 奨励賞

茨城県 茨城県立鉾田第二高等学校　生物部 文化連盟賞 群馬県 群馬県立藤岡中央高等学校　数理科学科 優秀賞 岩手県 岩手県立水沢高等学校　自然科学部生物班 文化連盟賞 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 佐賀県 早稲田佐賀高等学校　サイエンス部 生物 文化連盟賞

山形県 山形県立山形東高等学校　科学部 文化連盟賞 青森県 青森県立青森高等学校　化学部 文化連盟賞 岐阜県 岐阜県立飛騨高山高等学校　園芸ボランティア部 文化連盟賞 茨城県 水城高等学校　自然科学部 奨励賞 群馬県 群馬県立沼田女子高等学校　生物部 生物 文化連盟賞

山梨県 山梨県立甲府南高等学校　物理・宇宙部 優秀賞 福島県 福島県立磐城高等学校　化学部 奨励賞 滋賀県 滋賀県立河瀬高等学校　科学部 文化連盟賞 北海道 北海道札幌あすかぜ高等学校　自然科学部 文化連盟賞 福島県 福島県立磐城高等学校　天文地質部 地学 文化連盟賞

佐賀県 佐賀県立唐津東高等学校　科学部 文化連盟賞 千葉県 千葉県立安房高等学校　化学部 文化連盟賞 宮城県 宮城県仙台第三高等学校　ＳＳＨクラブ 文化連盟賞 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 青森県 青森県立青森南高等学校　自然科学部 地学 文化連盟賞

宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校　数理工学同
好会 文化連盟賞 茨城県 茨城県立水戸第一高等学校　化学部 文化連盟賞 京都府 京都府立木津高等学校　科学部 文化連盟賞 滋賀県 滋賀県立堅田高等学校　理科部 優秀賞 京都府 京都府立洛東高等学校　自然科学部 地学 文化連盟賞

茨城県 茗溪学園高等学校　科学部 文化連盟賞 石川県 金沢高等学校　科学部 文化連盟賞 山梨県 山梨県立笛吹高等学校　植物研究部 文化連盟賞 宮城県 宮城県仙台西高等学校　地学部 文化連盟賞 滋賀県 滋賀県立米原高等学校　地学部 地学 文化連盟賞

滋賀県 滋賀県立膳所高等学校　物理地学班 奨励賞 岐阜県 岐阜県立岐山高等学校　化学部 文化連盟賞 石川県 石川県立小松高等学校　生物部 文化連盟賞 岩手県 岩手県立宮古高等学校　生物研究部地学班 文化連盟賞 福岡県 東筑紫学園高等学校学校　理科部 地学 文化連盟賞

石川県 石川県立金沢泉丘高等学校　物理部 文化連盟賞 宮城県 仙台市立仙台青陵中等教育学校　科学部 文化連盟賞 静岡県 静岡県立三島北高等学校　科学部 文化連盟賞 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 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

茨城県 茨城県立鉾田第二高等学校　生物部 文化連盟賞 北海道 北海道旭川東高等学校　化学部 文化連盟賞 山口県 高川学園高等学校　科学部 文化連盟賞 兵庫県 兵庫県立大学附属高等学校　自然科学部天
文班 文化連盟賞 沖縄県 沖縄県立球陽高等学校　地球科学部 地学 文化連盟賞

福岡県 福岡県立宗像高等学校　電気物理部 文化連盟賞 山梨県 山梨県立都留高等学校　生物化学部 文化連盟賞 茨城県 茨城県立鉾田第二高等学校　生物部 文化連盟賞 茨城県 茨城県立土浦第一高等学校　地学部 文化連盟賞 鹿児島県鹿児島県立国分高等学校　理数科課題研究地学班 地学 文化連盟賞

宮城県 宮城県仙台第二高等学校　物理部 文化連盟賞 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 群馬県 群馬県立太田女子高等学校　太田女子高等学校SPP野生

動物研究班 文化連盟賞 新潟県 新潟中央高等学校　地学部 文化連盟賞 宮崎県 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校　化学部 化学 文化連盟賞

大分県 大分県立安心院高等学校　科学部物理班 文化連盟賞 茨城県 茨城県立水戸第一高等学校　化学部 文化連盟賞 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 石川県 星稜高等学校　天文部 文化連盟賞 東京都 東京都立科学技術高等学校　科学研究部 化学 奨励賞

静岡県 静岡県立清水東高等学校　自然科学部物理
班 文化連盟賞 滋賀県 滋賀県立彦根東高等学校　SS部　化学班 文化連盟賞 長崎県 長崎県立諫早高等学校　科学部 文化連盟賞 山梨県 山梨県立日川高等学校　物理・地学部 文化連盟賞 北海道 北海道旭川東高等学校　化学部 化学 奨励賞

兵庫県 兵庫県立三田祥雲館高等学校　理科部 文化連盟賞 富山県 富山県立上市高等学校　科学部 文化連盟賞 兵庫県 兵庫県立柏原高等学校
　理科部 化学 文化連盟賞

大分県 大分県立大分舞鶴高等学校　科学部生物班 最優秀賞 東京都 海城高等学校　高等学校地学部 文化連盟賞 大分県 大分県立大分上野丘高等学校　化学部 化学 奨励賞

島根県 島根県立浜田高等学校　自然科学部 文化連盟賞 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

富山県 富山県立富山中部高等学校　SS部 化学 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
広島県 広島県立広島国泰寺高等学校　理数ゼミ物理班最優秀賞 大分県 大分県立大分上野丘高等学校　化学部 最優秀賞 大分県 大分県立大分舞鶴高等学校　科学部生物班 最優秀賞 静岡県 静岡県立磐田南高等学校　地学部 最優秀賞 熊本県 熊本県立東稜高等学校　生物部 生物 文部科学大臣賞

茨城県 茨城県立土浦第一高等学校　物理実験部 優秀賞 広島県 広島県立広島国泰寺高等学校　理数ゼミ化学班優秀賞 茨城県 茨城県立日立第一高等学校　生物部 優秀賞 群馬県 群馬県立前橋女子高等学校　MJ-Lab 優秀賞 新潟県 新潟県立柏崎高等学校　生物部 生物 文化庁長官賞

山梨県 山梨県立甲府南高等学校　物理・宇宙部 優秀賞 群馬県 群馬県立藤岡中央高等学校　数理科学科 優秀賞 宮崎県 宮崎県立宮崎大宮高等学校　生物部 優秀賞 滋賀県 滋賀県立堅田高等学校　理科部 優秀賞 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

長崎県 長崎県立西陵高等学校　科学部 奨励賞 静岡県 静岡県立浜松北高等学校　物理・化学部 奨励賞 熊本県 熊本マリスト学園高等学校　サイエンス部 奨励賞 福岡県 福岡県立小倉高等学校　科学部 奨励賞 茨城県 茨城県立水戸第二高等学校　数理科学同好会物理 奨励賞
滋賀県 滋賀県立膳所高等学校　物理地学班 奨励賞 福島県 福島県立磐城高等学校　化学部 奨励賞 千葉県 千葉県立東葛飾高等学校　生物部 奨励賞 茨城県 水城高等学校　自然科学部 奨励賞 茨城県 茨城県立日立第一高等学校　生物部 生物 奨励賞

東京都 東京都立科学技術高等学校　科学研究部 化学 奨励賞
北海道 北海道旭川東高等学校　化学部 化学 奨励賞
大分県 大分県立大分上野丘高等学校　化学部 化学 奨励賞

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

第３８回　全国高等学校総合文化祭茨城大会　自然科学部門　受賞結果一覧 平成２６年７月２８日（月）～３０日（水）　　つくば国際会議場
茨城総文２０１４　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


