「第１１回高校化学グランドコンテスト」最終選考会 口頭発表課題
※北から順番に並んでいます。発表順ではありません。
バニリンの新しい全合成の試み〜設計・⽴案から全合成へ〜
(宮城県仙台第二高等学校) 萩原駆、高瀬理人
［指導教員］ 渡辺尚
ベンザインの単離を⽬指した分⼦設計とその合成に関する研究
(福島県立福島高等学校) 小山田健太、鹿又義貴、高見哲理、山田竜也
［指導教員］ 橋爪清成
植物から抽出されるアントシアニンの性質と色素増感太陽電池への応用
(愛知県立明和高等学校) 本郷裕哲、橋元佐知、名取雅生、杉山和樹
［指導教員］ 小澤哲矢、山田哲也
自作の結像分光器による輝線スペクトルの測定
(大阪府立千里高等学校) 桑野真帆、八木紗恵子、笠松真衣
［指導教員］ 松浦紀之、岩永良一
アンモニアの爆発（燃焼）反応の研究〜ＮＯは⽣じない！〜
(大阪府立清水谷高等学校) 永野ひかる、黒岩恵太郎、黒田哲平、上杉ひなの、鳥山奈々瑚、馬場美
莉安、原清正、小田直弥
［指導教員］ 石津丹勇
有機⾊素増感発電システムの開発〜効率を伸ばす鍵を求めて〜
(和歌山県立海南高等学校) 清水佳祐、佐々見和也、福本大智、植田瑛己、北野智大、橋本慎太郎
［指導教員］ 西眞美
卵殻膜のリサイクルで発電装置の材料を作製する研究３
(国立米子工業高等専門学校) 松井千佳、田原早央莉、前田千澄、山村萌衣、シャマラバラスブラマニ
アム
［指導教員］ 谷藤尚貴
シイタケ廃菌床による染⾊廃⽔処理⽅法
(愛媛県立新居浜工業高等学校) 伊藤夢人、古谷秀斗
［指導教員］ 井原進一
⽔素吸蔵合⾦を⽤いた再⽣可能エネルギーの蓄電システムの開発
―小中学校の出前授業教材として―
(新居浜工業高等専門学校) 岡田紗奈、越智咲伎
［指導教員］ 桑田茂樹、中山享
酸素の溶け⽅と指⽰薬の変化〜⾊変わりの遊びから始まる溶存酸素量測定の試み〜
(福岡県立鞍手高等学校) 河端孝政、本多潤哉、金子裕介、井上正弥、牧野日名子、有吉巧、平河隆
二、大場朋大、中山右京
［指導教員］ 小田裕
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KMnO4-Na2C2O4酸化還元反応 -Mn2+の触媒効果による、加熱と遮光の不要化(宮城県仙台第一高等学校)
佐藤丘郭、加藤徹大、九里優樹、佐藤恵里、下澤七海、山田玲花 ［指導教員］渡部知子
銅の炎⾊反応における⻘⾊発光について (宮城県宮城第⼀⾼等学校)
今間可奈子、星桃子、田口保乃雅、三上蒼瞬、佐藤智美、二口夏帆 ［指導教員］窪田篤人
おいしいホットミルクの作り⽅ (茨城県⽴⽵園⾼等学校)
染谷百香、内藤紗花、宮崎菜摘 ［指導教員］飯村好和
⼆酸化炭素から有機化合物を合成する研究 (千葉県⽴安房⾼等学校)
長田直大、小柴理人、能重晴妃 ［指導教員］両角治徳
安価で実⽤的な燃料電池の研究 (千葉県⽴安房⾼等学校)
青木唯人、森俊介 ［指導教員］両角治徳
層状メッキを使った⾼効率燃料電池 (千葉県⽴安房⾼等学校)
鈴木大輔、関口陽平 ［指導教員］両角治徳
燃料電池触媒における酸化還元電位による能⼒の測定

(千葉県⽴安房⾼等学校)

小林拓己、石井夏鈴 ［指導教員］両角治徳
⼈⼯イクラの農業利⽤ (千葉県⽴安房⾼等学校)
関口陽平、伊藤光 ［指導教員］両角治徳
スクールカラーの紫に布を染めたい！ (千葉県⽴安房⾼等学校)
野村真美、鈴木朱里 ［指導教員］両角治徳
⾊素増感太陽電池の研究 (千葉県⽴安房⾼等学校)
古宮健一郎、濱慎悟、近藤哲史 ［指導教員］両角治徳
温度と光が液晶の⾊に与える影響の研究 (千葉県⽴佐倉⾼等学校)
松本倫太郎 ［指導教員］古賀昭平
ルミノール反応の基礎研究 〜明るく⻑い化学発光を⽬指して〜
井上瑞貴、吉田龍平 ［指導教員］上川圭子
⾝近な⾊素を利⽤した⾊素増感太陽電池の研究
(玉川学園高等部)

(千葉市⽴千葉⾼等学校)

〜基礎と実⽤化に向けて〜

廣田宗士、須藤香月 ［指導教員］原美紀子
どの⼿作りセッケンが市販のセッケンに１番近いか

(東海⼤学付属⾼輪台⾼等学校)

渡辺麻衣、梅畑洸之介、小野光 ［指導教員］上松未来
河川底質を⽤いて環境改善〜廃物の有効利⽤と重⾦属除去を⽬指す〜
(東京都⽴科学技術⾼等学校)
山﨑弓香、只木一心、宮田琉 ［指導教員］髙木昭美
ブドウ⾊素を⽤いた太陽電池の可能性について (⼭梨県⽴甲府南⾼等学校)
田草川一穂、上野豪俊、宿輪美里、三浦大輝 ［指導教員］小林孝次
可視光線により誘導される植物細胞内の⾊素について (⼭梨県⽴甲府南⾼等学校)
南手宏紀、大澤未歩、武井仁、鶴田実奈、堀田京花、若尾実菜 ［指導教員］小林孝次
⽔酸化ナトリウムを⽤いたPETの加⽔分解〜PET分⼦の配向の様⼦とアルカリ加⽔分解の
仕組みについて〜 (⻑野県屋代⾼等学校)
小出健士朗、柄澤大地、田中雄大、横田直哉 ［指導教員］小田切亨
アルギン酸ビーズを⽤いたアルコール発酵及び酸化還元滴定によるエタノールの定量
(⻑野県屋代⾼等学校)
小澤悠介、蟹澤圭祐、小山信也 ［指導教員］近藤信昭
デンプンとアミラーゼ (⻑野県屋代⾼等学校)
春日涼太郎、小林良輔、矢島拓実、湯本瑛亮 ［指導教員］西澤秀夫

人工イクラからの物質の透過挙動

〜⼩さい分⼦だけではなく⼤きな分⼦も透過するのか？〜

(国⽴⻑野⼯業⾼等専⾨学校)
三井孔佑 ［指導教員］板屋智之
釉薬の研究 (岐⾩県⽴恵那⾼等学校)
永野ゆみな、原久瑠美 ［指導教員］伊藤仁
うれC！おいC！ビタミンC！ (愛知県⽴時習館⾼等学校)
加古安律紗、河合仁美、川根摩耶、園部裕子、高木はるな ［指導教員］後藤智行
レゾリューション・レボリューション －生分解性高分子の普及－
(愛知県⽴時習館⾼等学校)
大木俊吾、小林大悟、高岡涼、辻遼太郎、松本昂章 ［指導教員］後藤智行、竹内郁代
ホルマリン時計反応の制御 (愛知県⽴明和⾼等学校)
竹内宏治、髙橋樹 ［指導教員］山田哲也
燃料電池の燃料物質について (愛知県⽴明和⾼等学校)
大塚陸渡、髙橋樹 ［指導教員］山田哲也
勢⽥川の⽔質調査について (三重県⽴伊勢⾼等学校)
森順平、永野皓子、栗原敏弘、山中沙織 ［指導教員］中井潤、井阪浩平、松本佑彌
振動反応 (私⽴常翔学園⾼等学校)
越智健一、來山拓磨、宇髙勇佑、竹下賢二、上田竣太、長谷川健太
［指導教員］池田弘、桂岳史
保湿⼒ (私⽴常翔学園⾼等学校)
遠藤瑠巳、河原成沙、山本華、金愛理、石田ひかり ［指導教員］池田弘、桂岳史
オリジナル花⽕の作製 (私⽴常翔学園⾼等学校)
阪上浩史、加登大河、小西夏海、林祐輝、大塚郁哉、光藤大賀
［指導教員］桂岳史、池田弘
カルシウムイオンの定量 (私⽴常翔学園⾼等学校)
米川友貴、寺本杏、仲村綾夏、宮島綾、小田大智、和田晃寛
［指導教員］池田弘、桂岳史
接着剤の作製 (私⽴常翔学園⾼等学校)
道端惇也、竹内智香恵、谷内俊介、水本光、木下由梨奈、向田良輔
［指導教員］池田弘、桂岳史
カビの繁殖と抑制 (私⽴常翔学園⾼等学校)
半田悠真、戸谷駿希、角江竜之介、村尾良介、清水宏展 ［指導教員］池田弘、桂岳史
蛍光染料の合成 (私⽴常翔学園⾼等学校)
品川美幸、田中朱音、古野怜菜、辻晴海、亀井一帆、和西涼夏 ［指導教員］桂岳史
⼆酸化炭素濃度の簡易測定法の研究〜濁度（沈殿）を利⽤して (⼤阪府⽴⾼津⾼等学校)
藤田雅輝、池田優花 ［指導教員］藤村直哉
⼈⼯イクラの膜の研究 (⼤阪府⽴三国丘⾼等学校)
春木佑太、西村鳴海、西浦拓海、高辻涼、北村紀貴、野中大生、田中弘毅
［指導教員］福地隆史、浅原嘉文
⾊素を⽤いた溶液中のタンパク質の定量分析 (⼤阪府⽴千⾥⾼等学校)
大野友豊 ［指導教員］松浦紀之
ミドリのチカラ 〜雑草でサビの進⾏を⾷い⽌めろ!〜

(⼤阪府⽴⼤学⼯業⾼等専⾨学校)

雪井隆聖、的崎花百美、三谷隆大 ［指導教員］北野健一
亜炭とグラファイト (⼤阪府⽴天王寺⾼等学校)
重光春佳、中村海斗、塚本貴大、林沙紀、福井香帆 ［指導教員］河野成志
カキ殻による重⾦属イオン除去のメカニズム (⼤阪府⽴天王寺⾼等学校)
奥西智也、西谷謙多、吉見暢、奥直樹 ［指導教員］岩井晴彦
キチンキトサンによる⽣分解性プラスチックの⽣成 (⼤阪府⽴天王寺⾼等学校)
中谷亮介、古谷昂平、前田梨帆、正木翔 ［指導教員］駒井泰之

飲料⽔のカフェイン含有量の研究

(⼤阪府⽴天王寺⾼等学校)

梶原果穂 、小西花林 、福井春奈 、河相優子、塩﨑桜子 ［指導教員］河野成志
雪の結晶に関する研究 (大谷中学校・高等学校)
岡﨑玲子、加茂川咲月、上田理代、大和田依莉那、石井佑佳、門脇史歩、岸本真琳、高群麻里、藤野
由梨、島岡天音、畠山真悠子、徳原伶香、米田奈央、矢部杏紗佳、長井理紗、井阪真衣、佐藤由佳、
清原華也、井上喜来々
［指導教員］西田哲也、豊田將章
⾊素増感型太陽電池の作成と使⽤ (神⼾市⽴六甲アイランド⾼等学校)
宇野葵瑶乃、小池佑宇 ［指導教員］釜谷尚史
⾼い洗浄⼒を有するセッケンの作製 (和歌⼭県⽴向陽⾼等学校)
加山凌資、久保綾太、星原雅生、瀬藤鞠那、中尾紗貴、濵野智秋、松穗みずき
［指導教員］小谷研悟
Ｅ 知っているか、カイコはリンゴしか食べない 「桑の葉を含まない人工飼料の作成
STEP１」 (島根県⽴益⽥⾼等学校)
福満和 ［指導教員］福満晋
カイコの体や繭のタンパク質と⾊素との関係
福満和 ［指導教員］福満晋
備⻑炭電池の最良条件を探る

(島根県⽴益⽥⾼等学校)

(私⽴⾦光学園⾼等学校)

工藤正成 ［指導教員］岡﨑裕
⽣分解性プラスチックと天然ゴムの合成

(私⽴⾦光学園⾼等学校)

木村佳奈、若狭成海 ［指導教員］岡﨑裕
椿灰の不思議 (新居浜⼯業⾼等専⾨学校)
谷明莉、篠原未結季 ［指導教員］牧慎也
篤⼭椿のサイエンス 〜椿油セッケンと古代紫へのチャレンジ〜

(愛媛県⽴⼩松⾼等学校)

細川明未、田頭鞠佳、曽我美沙希、八木彩香 ［指導教員］藤江義輝
１０年間継続 小倉の雨水研究 〜酸性雨と銅製屋根からの銅の溶解とのかかわり〜

(福岡

県⽴⼩倉⾼等学校)
園田唯華、江藤英里、斉藤文音 ［指導教員］池田好夫
高級脂肪酸分子の単分子膜中における挙動 〜疎水基はどような効果を及ぼしているのか？〜
(佐賀県⽴佐賀⻄⾼等学校)
池田星哉、北島伸一郎、前村征哉、松瀬勝朗 ［指導教員］松髙和秀
沖縄の植物に含まれる物質の紫外線吸収率 (沖縄県⽴球陽⾼等学校)
上原勇太、江頭俊 ［指導教員］新川百合子
沖縄の気候におけるスキンケア商品の品質調査
岸本恵理菜、高木夏帆 ［指導教員］宮城将寿

ポスター発表は以上５５課題です。

(沖縄県⽴球陽⾼等学校)

