
賞 氏名 学年 学校名 タイトル
1 教育長賞 斉藤望海 3 六実小学校 松戸出身　二十世紀梨
2 博物館長賞 坂口絢音 6 聖徳大学附属小学校 吉宗が松戸に2回きていた。～いつ、なんのために。～
3 博物館長賞 中里彩花 1 和洋国府台女子中学校 松戸の名産　二十世紀梨　～過去・現在・未来～
4 優秀賞 澤田匠生 4 聖徳大学附属小学校 土偶を作る・遮光器土偶
5 優秀賞 白山萌々菜 3 根木内小学校 本土寺＝あじさい寺について調べてみよう！！
6 優秀賞 石垣直輝 3 北部小学校 松戸の国道と県道
7 優秀賞 中村有希 3 聖徳大学附属小学校 「なぜときわ平団地には緑が多いのでしょうか？」
8 優秀賞 矢内蒼悟 6 河原塚小学校 松戸を楽しむ
9 優秀賞 田中理子 6 根木内小学校 吉田松陰に導かれ旧水戸街道と私の町

10 優秀賞 中村結花 5 根木内小学校 ルワンダのジェノサイドと平和のために私が考えたこと
11 優秀賞 羽生田梓実 6 高木第二小学校 松戸市の今昔～江戸時代から現代までの地図と写真の比較～
12 優秀賞 久我菜月 2 常盤平中学校 河原塚古墳について
13 優秀賞 橋本果歩 2 常盤平中学校 萬満寺ガイド
14 優秀賞 長　　彩織 3 聖徳大学附属女子中学校 東郷平八郎の生涯～薩摩の青年から、東洋のネルソンへ～
15 佳作 石田虎太郎 4 八ケ崎第二小学校 歴史の旅～徳川慶喜
16 佳作 橋口健介 4 高木第二小学校 地図で歩く松戸の地理れきし
17 佳作 成田　　愛 4 相模台小学校 縄文時代の研究
18 佳作 西澤　　駿 3 相模台小学校 『松戸宿』むかしと今
19 佳作 吉田大真 3 上本郷小学校 上本ごう七ふしぎ
20 佳作 舘　　晴貴 3 東部小学校 縄文時代について
21 佳作 波形龍之介 3 八ケ崎小学校 『大谷れきし公園について､ぼくが知った事。』
22 佳作 畑澤昴希 4 小金小学校 小金宿を調べて
23 佳作 高梨智也 4 東松戸小学校 東松戸　海辺の遺跡　調査ファイル
24 佳作 黒川莉瑚 4 牧野原小学校 松戸の土器から日本の縄文時代を考える
25 佳作 那須俊介 5 高木第二小学校 坂川の歴史
26 佳作 山二　　晴 5 稔台小学校 家紋
27 佳作 斉藤千輝 6 六実小学校 松戸の城と高城氏
28 佳作 川口蓮太郎 5 八ケ崎小学校 日本の歴史人物　-Japanese history person -
29 佳作 石井愛乃 6 東部小学校 鎌倉と源頼朝
30 佳作 宮本稟花 6 高木第二小学校 松戸市　神社巡り
31 佳作 小林英太郎 5 小金小学校 小金古墳のなぞ
32 佳作 金子凜央 5 北部小学校 ～夏休み自由研究～　世界遺産　西洋美術館について
33 佳作 北川樹里 5 高木第二小学校 小金歴史ウオーキング
34 佳作 川﨑悠生 6 六実小学校 戦時中の松戸について
35 佳作 木村一葉 6 常盤平第三小学校 八月六日の悲劇
36 佳作 古川紗彩 6 寒風台小学校 なぜ松戸市には和菓子屋さんが多いのか？
37 佳作 岡山実生 6 旭町小学校 信楽焼の歴史
38 佳作 吉川菜々美 6 旭町小学校 スポーツの歴史について
39 佳作 野田　　葵 6 上本郷小学校 足利学校ノート
40 佳作 皆川真凜 6 松飛台小学校 徳川慶喜の歴史巻物
41 佳作 舘　　一輝 6 東部小学校 大名行列について調べる
42 佳作 打越　　葉 6 高木第二小学校 島津久光研究レポート
43 佳作 杉浦世菜 1 流山市立北部中学校 犬山城について
44 佳作 赤木希実 3 専修大学松戸中学校 ヤマタノオロチ伝説
45 佳作 久保裕太 1 流山市立北部中学校 国指定遺跡　小峰城跡
46 佳作 坪野杏樹 2 専修大学松戸中学校 「不敗の名将　北条氏康」
47 佳作 立川ことね 2 聖徳大学附属女子中学校 松戸ゆかりの小説　野菊の墓新聞
48 佳作 戸崎紗和 1 古ケ崎中学校 松戸について
49 佳作 斉藤美沙 1 聖徳大学附属女子高等学校 徳川昭武の人生～幻の16代目将軍～
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