
 2015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№

文部科学大臣賞 通気スイスイ 未来工業株式会社 安八郡輪之内町 A-7

特許庁長官奨励賞 外観検査装置 ＫＹＢ株式会社 可児市 A-11

中部経済産業局長賞 微細手術用替刃メス フェザー安全剃刀株式会社 関市 A-5

発明協会会長奨励賞 給水・給湯配管システム 株式会社オンダ製作所 関市 A-8

日本弁理士会会長奨励賞 サニタリーボックスルーナス 株式会社トーカイ 岐阜市 A-2

岐阜県知事賞 電動リール 太平洋工業株式会社 大垣市 A-9

岐阜県優秀新製品奨励賞 枝噛み防止機構 株式会社丸富精工 関市 B-3

（一社）岐阜県発明協会長賞
汚泥(残土・食品・切粉)等 水分
分離乾燥装置

クマクラ工業株式会社
熊倉 康雄

可児郡御嵩町 A-6

岐阜県繊維協会長賞 木灰を水で固めた固形物 井保呂 永一 飛騨市 B-11

岐阜県陶磁器工業協同組合
連合会理事長賞

メタルダイヤモンド（異金属組み
合わせの溶接）

株式会社東海技研工業 中津川市 B-15

岐阜県紙業連合会長賞 サブコーダー 中洲電機株式会社 関市 A-4

岐阜県機械金属協会長賞 ヒューズ 太平洋精工株式会社 大垣市 A-3

岐阜県木工連合会長賞
ディスプレイスタンドnew(L,M,Sサ
イズ)

鵜藤 清 高山市 B-10

岐阜県プラスチック工業組
合理事長賞

医療用トリミングナイフ カイインダストリーズ株式会社 関市 A-10

岐阜県食品産業協議会長賞 トマトの雨避けシート 高橋 冨美雄 揖斐川町 B-6

賞名

金

賞

銀

賞
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 2015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 プレミアムコンセント 岐阜大学教育学部附属小学校 ６年 加藤 雅姫 C-137

発明協会会長奨励賞 私たちもわかる危険運転 岐阜大学教育学部附属小学校 ４年 小島 風奏 C-68

日本弁理士会会長奨励賞 お年寄りのつえ（杖）～みかた 各務原市立蘇原第一小学校 ５年 人見 咲蘭 C-124

岐阜県知事賞１ はがきの清書機 可児市立今渡北小学校 ５年 木村 彩花 C-125

岐阜県知事賞２ 鍵がなくてもロックがかかるからくり引き出し 中津川市立付知中学校 ２年 曽我 颯太 C-186

岐阜県議会議長賞 Water  Catcher ～red boys～ 各務原市立各務小学校 ６年 白木 宙 C-162

岐阜県教育委員会賞 九九れんしゅうき 土岐市立妻木小学校 ２年 柳生 泰杜 C-41

岐阜県市長会長賞 サークルモーターキューブ 各務原市立那加第三小学校 ４年 臼田 真緒 C-86

（一社）岐阜県発明協会長賞１ かた手でワンプッシュ 関市立瀬尻小学校 ４年 廣瀬 純白 C-79

（一社）岐阜県発明協会長賞２ 傘＋傘ぶくろ 可児市立春里小学校 ４年 益田 隼次 C-90

（一社）岐阜県発明協会長賞３ おばあちゃんでもお荷物ラクラク運べーるたためーる 岐阜市立白山小学校 ５年 那須 友香 C-93

（一社）岐阜県発明協会長賞４ 片手でOK！！ 岐阜市立白山小学校 ５年 林 大翔 C-94

（一社）岐阜県発明協会長賞５ ダンボールダイヤル式金庫 岐阜市立七郷小学校 ５年 末永 寛大 C-97

（一社）岐阜県発明協会長賞６ 牛乳パックらくらくカッター 大垣市立東小学校 ５年 各務 陽咲 C-103

（一社）岐阜県発明協会長賞７ 巻きとり傘立て 各務原市立蘇原第一小学校 ５年 佐藤 総太 C-123

（一社）岐阜県発明協会長賞８ すばやくかわく、エコくつかんそう機 高山市立南小学校 ６年 亀原 里紗 C-145

（一社）岐阜県発明協会長賞９ 地球にやさしい発電機 多治見市立精華小学校 ６年 伊藤 祥太郎 C-149

（一社）岐阜県発明協会長賞１０ 清潔！箸置きがいらない箸たち 可児市立東明小学校 ６年 小栗 啓伸 C-167

（一社）岐阜県発明協会長賞１１ 主婦の味方 トイレの天使 関市立小金田中学校 １年 亀山 史華 C-174

（一社）岐阜県発明協会長賞１２ 食育のための食器 瑞浪市立瑞浪中学校 ２年 三宅 理子 C-187

岐阜県町村会長賞 インデックスパンチ 大垣市立興文中学校 ３年 伊藤 七海 C-193

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 ともだちロボット 岐阜市立白山小学校 ６年 山田 晴貴 C-130

岐阜県産業教育振興会長賞 だれでも軽々小さな力で開け閉めできるリニアモータードア 美濃市立美濃小学校 ６年 中村 太陽 C-155

中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 おもりでうごく くるま 岐阜市立則武小学校 １年 武藤 琢真 C-1
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金

賞

銀
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 2015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

はやくはしる車たち 岐阜市立加納小学校 ２年 長屋 翔 C-24

とべ！ぼくのロケット 岐阜市立早田小学校 ２年 桐木 俊汰 C-27

うごけ！！パワーショベル 瑞浪市立瑞浪小学校 ２年 佐々木 月士 C-38

スマートすだれ！ 岐阜市立且格小学校 ４年 堀 僚太 C-65

音の出る花火 岐阜市立長森東小学校 ５年 喜多 七楓 C-101

ミニミニ水車発電～水力回収型～ 岐阜大学教育学部附属小学校 ５年 堀 信吾 C-102

座る事を安定させるクッション 大垣市立小野小学校 ５年 三浦 陽菜乃 C-106

くるくる回るくつかわかし機 羽島市立堀津小学校 ５年 番 涼弥 C-114

ピッタリフィット 私の発明 マジックシェルフ 美濃加茂市立山手小学校 ５年 近藤 佑美 C-115

かくはん子水族館 岐阜市立三里小学校 ６年 中村 海斗 C-131

人が乗れるホバークラフト 岐阜市立鷺山小学校 ６年 矢嶋 泰謙 C-132

災害対策派遣車 岐阜市立鶉小学校 ６年 安田 裕紀 C-133

ふきんせん用せんたく機 中津川市立西小学校 ６年 伊藤 悠貴 C-152

ダンボールで織りきを作る 恵那市立武並小学校 ６年 山田 芽依 C-158

パッと外せるハンガー 各務原市立蘇原第一小学校 ６年 河合 隼士 C-163

開かないからくりばこ 郡上市立川合小学校 ６年 宮﨑 大和 C-169

ガウスロケット～近未来の宇宙のロケット発射装置～ 瑞穂市立穂積北中学校 ２年 淺野 聡希 C-178

誰でも使える～knife＆Cutting Board～ 関市立緑ヶ丘中学校 ２年 坂井 玲音 C-184

スペース自在本棚 中津川市立第一中学校 ２年 日紫喜 颯 C-185

ビックリ！！椅子に変身 魔法の杖 可児市御嵩町中学校組合立共和中学校 ２年 黒井 彩名 C-191

奨励賞１６

奨励賞１７

奨励賞１８

奨励賞１９

奨励賞２０

奨励賞１０

奨励賞１１

奨励賞１２

奨励賞１３

奨励賞１４

奨励賞１５

奨励賞４

奨励賞５

奨励賞６

奨励賞７

奨励賞８

奨励賞９

奨励賞１

奨励賞２

奨励賞３

- 3 -



 2015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

くるくるこん虫ランド 岐阜市立芥見小学校 ２年 水野 莉緒 C-28

おにぎらず かんたんメーカー 岐阜市立早田小学校 ３年 内藤 千秋 C-51

スパイク用どろ落とし器 岐阜市立岐阜小学校 ４年 由井 文乃 C-60

TMIリュック 多治見市立精華小学校 ４年 酒井 樹 C-77

ゴルフの自動球出し機 可児市立春里小学校 ４年 奥村 梨音 C-91

ペットのヒンヤリ涼しい家 岐阜市立長森西小学校 ５年 鎌田 真緒理 C-100

たおれないんです 大垣市立青墓小学校 ５年 上野 竜綺 C-104

植物自動栽培機 中津川市立東小学校 ５年 鈴木 雅富 C-110

けいたいストロー 羽島市立足近小学校 ５年 市岡 愛梨 C-112

私のスリッパはかないで 土岐市立肥田小学校 ５年 齋木 理子 C-117

思いやりタオルかけ 各務原市立尾崎小学校 ５年 関谷 祐希 C-120

ソーラーエコ発電風呂掃除ロボット 岐阜市立市橋小学校 ６年 藤澤 響 C-134

ターンテーブルの上にのっている景品を落とすゲーム 岐阜市立長森東小学校 ６年 村瀬 将真 C-136

らくらくくつ下 大垣市立小野小学校 ６年 足立 優圭 C-139

ガウス加速器 飛騨市立古川小学校 ６年 森下 海心 C-147

めりはりタイマー 多治見市立小泉小学校 ６年 大畑 諒太朗 C-150

楽ちん！便利なまな板 瑞浪市立瑞浪小学校 ６年 三宅 彬仁 C-156

ノンストレスステック 羽島市立中央中学校 １年 安藤 萌花 C-176

ボール トス マシーン 郡上市立郡上東中学校 １年 池戸 俊人 C-177

オリジナルパワートーチ 岐阜市立岐阜清流中学校 ３年 鵜飼 敏弘 C-192

受賞理由

中部経済産業局長賞および
発明協会会長奨励賞受賞者在学校

努力賞２０

賞名 受賞校

トーカイ賞 岐阜大学教育学部附属小学校

＊「トーカイ賞」とは、トーカイ開発（株）より寄せられた（一社）岐阜県発明協会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。

努力賞１４

努力賞１５

努力賞１６

努力賞１７

努力賞１８

努力賞１９

努力賞８

努力賞９

努力賞１０

努力賞１１

努力賞１２

努力賞１３

努力賞２

努力賞３

努力賞４

努力賞５

努力賞６

努力賞７

努力賞１
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 2015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 未来の学校 高山市立東小学校 ５年 門前 凜音 D-50

岐阜県知事賞２ 海水温上昇防止システム 岐阜市立梅林中学校 ３年 北瀬 しなの D-86

岐阜県教育委員会賞 未来の新幹線は空とぶ宇宙船 岐阜市立長良東小学校 １年 吉田 学史 D-04

岐阜県市長会長賞 海はみんなの宝物 各務原市立那加中学校 ２年 森﨑 祐太 D-84

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

緑がいっぱいの未来 多治見市立精華小学校 ４年 山田 航太郎 D-41

岐阜県町村会長賞 未来の施設といやしの木 多治見市立北栄小学校 ６年 佐藤 晴 D-70

岐阜県市町村教育委員会
連合会長賞

上空浮上国土システム 岐阜大学教育学部附属中学校 ２年 青木 彌宜 D-80

岐阜県産業教育振興会長賞 雪貯ぞうき 飛騨市立古川小学校 ３年 坂本 詩乃 D-32

岐阜県商工会議所連合会長賞 びょう気はっけんタブレット 美濃加茂市立古井小学校 ２年 安藤 まお D-20

公益財団法人
中部科学技術センター会長

ゲリラ豪雨なんてへっちゃら！未来の町 美濃加茂市立山手小学校 ５年 近藤 佑美 D-54

未来の宇宙へGO！ 岐阜市立合渡小学校 ３年 藤井 敬介 D-26

一つぶで元気いっぱい！！ 大垣市立日新小学校 ３年 奥田 瑶 D-30

宇宙ソーラータウンをとぶ音符カプセル 岐阜市立長良東小学校 ４年 吉田 乃永 D-35

未来の楽しいツリーハウス 岐阜聖徳学園大学附属小学校 ４年 岸田 真依 D-37

アルミカン，ペットボトルをリサイクルし
て海や空を自由に走る楽しい車 大垣市立江東小学校 ４年 木村 涼翔 D-38

台風をエネルギーに！いつでも楽しい小学校 岐阜市立長良東小学校 ５年 笠原 桜 D-45

地球とつながる資源の星 土岐市立土岐津小学校 ５年 児山 結衣 D-57

沢山の自然と融合した未来の街 土岐市立泉小学校 ６年 小林 昂世 D-74

動物型災害救助ロボット 岐阜市立境川中学校 ３年 佐藤 柚月 D-87

進緑の巨鳥 美濃市立昭和中学校 ３年 服部 倭 D-91

ちょうちょのまち 岐阜市立明郷小学校 １年 木戸脇 亜依 D-01

パラシュートで通学 大垣市立青墓小学校 １年 清水 滉太 D-07

いのちをまもる強いかさ 岐阜市立明郷小学校 ２年 杉村 蓮里 D-12

海のぼうけんに出発だ 岐阜市立黒野小学校 ３年 若山 拓途 D-24

つうやくヘッドホン 高山市立山王小学校 ３年 松田 渚 D-31

カラフルサンゴ再生機 多治見市立共栄小学校 ４年 小嶋 暖 D-40

ガンを治すGUN 岐阜市立長良東小学校 ６年 田島 良祐 D-61

災害お助けロボット 高山市立山王小学校 ６年 松田 晃 D-67

わく星農業 羽島市立中島小学校 ６年 東松 京武 D-73

噴火吸収エネルギーシステム 各務原市立緑陽中学校 ３年 今井 大地 D-93

賞名

金

賞

銀

賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

努力賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

奨励賞
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