
 2014年岐阜県発明くふう展　受賞者名簿
一般の部

出品物の名称 受賞者 居所（市町村） 出品№

文部科学大臣奨励賞 エンジンカバー 太平洋工業株式会社 大垣市 A-8

特許庁長官奨励賞 油圧ダンパ ＫＹＢ株式会社 可児市 A-12

中部経済産業局長賞 小判穴ホルソー工法 未来工業株式会社 安八郡輪之内町 A-10

発明協会会長奨励賞 安全かみそりカートリッジ機構 フェザー安全剃刀株式会社 関市 A-7

日本弁理士会会長奨励賞 薬剤仕分装置 中洲電機株式会社 関市 A-6

岐阜県知事賞 脱水乾燥処理装置 クマクラ工業株式会社 可児郡御嵩町 A-14

岐阜県優秀新製品奨励賞 薄型運賃箱 レシップホールディングス株式会社 本巣市 A-9

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長
賞

日球ドーム(脱着式ドーム型構造体) 志村　和彦 高山市 B-5

岐阜県繊維協会長賞 雑草カットヘラ 兼松　誠司 関市 B-9

岐阜県陶磁器工業協同
　　　組合連合会理事長賞

ハミガキパートナー 土田　治 岐阜市 A-2

岐阜県紙業連合会長賞 覚醒効果の生じる下敷き（楽々おぼえ～る） 有限会社新井組　A-CRW 可児郡御嵩町 A-11

岐阜県機械金属協会長賞 光照射装置と自転車表示器 SATOM-J 岐阜市 A-3

岐阜県木工連合会長賞 タブレットスタンド 神谷　正美 可児市 B-18

岐阜県プラスチック工業組合理事長賞 替刃が自由に動き交換できるカミソリ カイインダストリーズ株式会社 関市 A-13

岐阜県食品産業協議会長賞 機能性シートキャンディ「ノストフラン」 マイクロアルジェコーポレーション（株） 岐阜市 A-4
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  2014年岐阜県発明くふう展　受賞者名簿
児童・生徒の作品の部

作品名 学校名 学年 受賞者氏名 出品№

中部経済産業局長賞 弟も安心！引き戸エアブレーキ 美濃市立美濃小学校 ５年 中村　太陽 C-130

発明協会会長奨励賞 万能台車 羽島市立中央小学校 １年 坂田　大進 C-17

日本弁理士会会長奨励賞 地球のどこでも電話で自動えさやり機 多治見市立昭和小学校 ６年 藤　正滉 C-159

岐阜県知事賞 クスリンパッ！ 各務原市立蘇原第一小学校 ４年 人見　咲蘭 C-103

岐阜県知事賞 釣針結束装置 郡上市立三城小学校 ４年 河村　大翔 C-108

岐阜県議会議長賞 でるでるポンチョ 羽島市立堀津小学校 ４年 番　彩華 C-99

岐阜県教育委員会賞 いすのハンガー 土岐市立肥田小学校 ４年 齋木　理子 C-100

岐阜県市長会長賞 直線君と定規まもるくん 大垣市立青墓小学校 ４年 上野　竜綺 C-89

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

まあかんたんボタンヘルパー 大垣市立興文小学校 ２年 名和　陸杜 C-28

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

ラクラク物ほし 羽島市立小熊小学校 ３年 浅野　円香 C-65

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

宇宙へはばたけ 恵那市立大井第二小学校 ３年 田口　ひかり C-67

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

私の発明！かんたんきれいっよごしませんピューラーリュック 美濃加茂市立蜂屋小学校 ３年 山本　琉凪 C-68

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

わたぼこりが　取れる　ちりとり 多治見市立滝呂小学校 ４年 渡辺　啓太 C-94

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

リニアで発電ゾートロープ 岐阜市立三里小学校 ５年 中村　海斗 C-112

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

ＬＥＤ　ソーラーパネル通信機 岐阜大学教育学部附属小学校 ５年 加藤　雅姫 C-118

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

安全湯切り器 大垣市立宇留生小学校 ５年 大矢　つきな C-121

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

缶たんプッシュッ 大垣市立北小学校 ５年 近藤　琉冬 C-122

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

投球練習マシーン 各務原市立各務小学校 ５年 白木　宙 C-137

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

自由作曲電子ピアノ 岐阜市立且格小学校 ６年 宇地越　一貴 C-149

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

ボール洗浄機ＤＸ 岐阜大学教育学部附属小学校 ６年 村井　雅秋 C-151

岐阜県町村会長賞 ビー玉ころがし 土岐市立泉西小学校 ６年 曽我　賢紀 C-174

岐阜県市町村教育委員会
　　　　　　　　　連合会長賞

さかさティッシュばこ 高山市立宮小学校 ３年 鬼頭　あい C-58

岐阜県産業教育振興会長賞 ポリタンク収納台 美濃加茂市立西中学校 １年 西尾　開都 C-186

中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 ペッタンカゴ 多治見市立昭和小学校 ３年 藤　遥果 C-63
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  2014年岐阜県発明くふう展　受賞者名簿
児童・生徒の作品の部

作品名 学校名 学年 受賞者氏名 出品№賞名

ふっとバんサミ 大垣市立小野小学校 １年 西澤　賢亮 C-10

空き缶とビー玉で「キラキラ星」を奏でるよ 各務原市立尾崎小学校 １年 横山　大輝 C-18

おそうじザリガニ 岐阜市立白山小学校 ２年 川村　ゆう大 C-20

ねこじゃらレース 岐阜市立明郷小学校 ３年 中島　優斗 C-44

コロコロコズミック一等星をピカらせろ 岐阜市立芥見東小学校 ３年 野田　慶一郎 C-48

うかい名人 岐阜大学教育学部附属小学校 ３年 こじま　ふうか C-53

カン・かんたん開けき 瑞浪市立日吉小学校 ３年 小倉　聖生 C-64

一しゅんでたためるエコバック 岐阜市立三里小学校 ４年 伊藤　大輝 C-75

らくちんふとんかけ 関市立富岡小学校 ５年 片山　七奈 C-129

姿勢改善座布団 美濃市立大矢田小学校 ５年 野村　透生 C-131

蚊とりせんぷう機 各務原市立那加第一小学校 ５年 津田　拓身 C-136

おもしろクレーン 各務原市立緑苑小学校 ５年 ソウザ　ユカリ C-138

空気砲で遊ぼう 岐阜市立長森北小学校 ６年 山田　愛佳 C-145

ピンポン球発射機 瑞穂市立穂積小学校 ６年 野杉　尚史 C-152

速乾ハンガー 関市立旭ヶ丘小学校 ６年 美濃羽　亮佑 C-161

熱中症対策のランドセルカバー 羽島市立小熊小学校 ６年 後藤　美咲 C-167

弟のConvenience　Chair 美濃加茂市立山手小学校 ６年 小倉　百花 C-170

缶、ペットボトル分別装置 可児市立東明小学校 ６年 市岡　和馬 C-177

スピーカーで発電 高山市立日枝中学校 ２年 宮腰　渚生 C-188

ロールペーパーホルダー 中津川市立坂下中学校 ３年 山田　梨奈 C-198
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  2014年岐阜県発明くふう展　受賞者名簿
児童・生徒の作品の部

作品名 学校名 学年 受賞者氏名 出品№賞名

クルクル手もぬれないよ 大垣市立青墓小学校 １年 橋本　羚馬 C-11

ワンクイックハンガー 関市立富岡小学校 ２年 佐藤　快 C-35

いつもあつがりなママへ 瑞浪市立稲津小学校 ２年 宮下　葵衣 C-36

ねこみちゃんピカピカセット 各務原市立緑苑小学校 ２年 中川　彩恵 C-42

めざめよドラゴン 岐阜市立長森東小学校 ３年 永友　佑 C-50

｢パパ、自分でくつをみがいてね♡｣ 多治見市立養正小学校 ３年 渡邉　あかり C-62

アルミカン風車 恵那市立上矢作小学校 ３年 夏目　成都 C-66

新鮮サラダバー 岐阜市立鷺山小学校 ４年 高垣　乃愛 C-76

おじいちゃんのための禁煙ボックス 岐阜市立常磐小学校 ４年 小西　弘人 C-79

らくらくバサミ 大垣市立東小学校 ４年 早﨑　涼星 C-85

すべらない食器トレー 可児市立東明小学校 ４年 市岡　咲来 C-107

すぐあらエール 岐阜市立明郷小学校 ５年 桑坪　華 C-110

パンクタイヤの台車 大垣市立小野小学校 ５年 足立　優圭 C-124

美印具（ビーイング）ピカポン 羽島市立竹鼻小学校 ５年 黒田　紀彰 C-133

レターわにくん 美濃加茂市立蜂屋小学校 ５年 古田　直暉 C-134

あっという間にうき輪に空気が入るマシーン 岐阜市立白山小学校 ６年 那須　万莉香 C-143

いいとこいっぱいぼくの町　手力の火祭り 岐阜市立長森西小学校 ６年 國枝　耕介 C-150

ワンタッチ！自動ビーダマコースター 下呂市立竹原小学校 ６年 谷川　浩二郎 C-158

次がとりやすいペーパーホルダー 土岐市立肥田小学校 ６年 齋木　凌拳 C-172

温度に反応する扇風機 中津川市立第二中学校 ３年 古瀬　喬大 C-197

受賞理由

中部経済産業局長賞受賞者在学校

発明協会会長奨励賞受賞者在学校
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＊「トーカイ賞」とは、トーカイ開発（株）より寄せられた（社）発明協会岐阜県支部基金をもとに贈呈する賞で、岐阜
県発明くふう展において「中部経済産業局長賞」、「発明協会会長奨励賞」受賞者の在学校を「発明工夫指導優良
校」として表彰いたします。



  2014年岐阜県発明くふう展　受賞者名簿
児童・生徒の絵画の部

画題 学校名 学年 受賞者氏名 出品№

岐阜県知事賞１ みらいの世界 岐阜市立徹明小学校 ２年 宮本　歩 D-10

岐阜県知事賞２ 守ろう美しい地球を 各務原市立那加中学校 １年 森﨑　祐太 D-80

岐阜県教育委員会賞 デジタル虫めがね 岐阜市立長良東小学校 ５年 田島　良祐 D-55

岐阜県市長会長賞 はたらく　おふろ 大垣市立東小学校 １年 小倉　彩寧 D-3

一般社団法人
　　　　岐阜県発明協会長賞

ジンベエザメにのって海中さんぽ 岐阜市立合渡小学校 ３年 白木　穂乃実 D-27

岐阜県町村会長賞 共ぞんする五つの島 土岐市立鶴里小学校 ６年 江口　広馬 D-71

岐阜県市町村教育委員会
　　　　　　　　　連合会長賞

宇宙旅行 多治見市立小泉中学校 ３年 徳村  百香 D-95

岐阜県産業教育振興会長賞 ゆめのロボット 各務原市立尾崎小学校 ２年 松井　里緒子 D-18

岐阜県商工会議所連合会長賞 自然災害対応型グリーンフロート 岐阜市立梅林中学校 ２年 北瀬　しなの D-84

公益財団法人
中部科学技術センター会長賞 山にドーナツ島 多治見市立滝呂小学校 ４年 今川　智仁 D-37

うちゅうショッピング 養老町立笠郷小学校 ２年 篠田　心 D-14

命第一！　安全カプセルポリマー 岐阜市立長森北小学校 ３年 棚橋　宏太 D-23

未来の町 岐阜市立七郷小学校 ３年 木村　有那 D-25

みんなあつまれびっくりタワー 岐阜市立長良東小学校 ３年 山田　佳歩 D-28

安心１００％カプセルランドセル 美濃加茂市立山手小学校 ４年 近藤　佑美 D-48

宇宙太陽光発電 岐阜市立加納西小学校 ５年 前川　彰吾 D-52

クリーンレインボーシティ 各務原市立緑苑小学校 ６年 中川　綾乃 D-72

未来の酸素製造機 大垣市立東中学校 １年 中嶋　詠生 D-76

生命の亀　ネイチャータートル 美濃市立昭和中学校 ２年 服部　倭 D-89

虹の描け橋 郡上市立高鷲中学校 ３年 鷲見　こゆき D-96

あんしんしてくらせる くものいえ 岐阜市立徹明小学校 １年 佐藤　那音 D-2

みらいのそらとぶ　ひよこバス 大垣市立安井小学校 １年 市橋　明空 D-4

空中にうかぶちょうの家 羽島市立足近小学校 ３年 野田　梨月 D-34

ボクも行けるよ、宇宙空間 岐阜市立鶉小学校 ４年 堀　晃樹 D-40

緊急ブレーキで安心 関市立瀬尻小学校 ４年 久世　明日海 D-45

ゴミがいかされるぼくの街 美濃加茂市立古井小学校 ４年 安藤　昂宏 D-49

野菜の世話はぼくにおまかせ！ 岐阜市立長良東小学校 ５年 内田　愛華 D-53

エネルギードーム 岐阜市立長良東小学校 ５年 内田　怜奈 D-56

みんなの味方！ロボット先生 大垣市立中川小学校 ５年 浅野　咲花 D-57

雨と太陽で電気を作る家 美濃加茂市立山之上小学校 ６年 西田　実加 D-70
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