
 2011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）

文部科学大臣奨励賞 電気的接続用螺子 中洲電機株式会社 関市

特許庁長官奨励賞
斜面防災と環境保全を両立する法
枠工法

イビデングリーンテック株式会社 大垣市

中部経済産業局長賞 集塵機 クマクラ工業株式会社 可児郡御嵩町

発明協会会長奨励賞 ベルマウス 未来工業株式会社 安八郡輪之内町

日本弁理士会会長奨励賞 ＣＯ２用チャージバルブ 太平洋工業株式会社 大垣市

岐 阜 県 知 事 賞 軟質材のスピニング加工方法 KYB株式会社 可児市

岐阜県優秀新製品奨励賞 ゆ・みえ～る 有限会社ヤマウチ工業所 山県市

（一社）岐阜県発明協会長賞 女性用かみそり　フラミンゴ　まゆ用 フェザー安全剃刀株式会社 関市

岐阜県繊維協会長賞 土のう袋スタンドＣ４ エコツール本舗株式会社 郡上市

岐阜県陶磁器工業協同
組 合 連 合 会 理 事 長 賞

天然木灰の活用製品 富士コンクリート工業株式会社 高山市

岐阜県紙業連合会長賞 階段も上がる折りたたみ万能台車 溝口　智一 中津川市

岐阜県機械金属協会長賞 白内障手術用メス カイインダストリーズ株式会社 関市

岐阜県木工連合会長賞 バイオリン及びギター パラコーン　梅田勲 岐阜市

岐 阜 県 プ ラ ス チ ッ ク
工 業 組 合 理 事 長 賞

糸のからみ防止 牛丸　由美子 高山市

岐阜県食品産業協議会長賞 旋盤の安全装置 中津川工業高等学校 機械科 中津川市
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 2011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

中部経済産業局長賞 エコ鳥獣被害対策機 中津川市立坂下中学校 ２年 吉村　明生

発明協会会長奨励賞 開け口はどこ？ 各務原市立鵜沼第三小学校 ５年 永井　あみ

日本弁理士会会長奨励賞 ＥＣＯすだれ 岐阜市立且格小学校 ５年 堀　友亮

岐阜県知事賞１ はさむ君 岐阜市立徹明小学校 ６年 熊崎　尚音

岐阜県知事賞２ 星定規 高山市立南小学校 ６年 岩田　彩有里

岐阜県議会議長賞 水滴も取れる取り出しやすい傘立て 羽島市立中央小学校 ６年 國枝　大暉

岐阜県教育委員会賞 かばんが変身 ! 災害用帽子 関市立瀬尻小学校 ４年 廣瀬　純聖

岐阜県市長会長賞 お母さん♡楽らく♡せんたくカゴ 岐阜市立長森北小学校 ３年 山田　愛佳

（一社）岐阜県発明協会長賞１ わたしがうごく花オルゴール 岐阜市立早田小学校 ２年 すみ田　りさ

（一社）岐阜県発明協会長賞２ らく楽ソックス 岐阜市立早田小学校 ３年 石井　万智

（一社）岐阜県発明協会長賞３ 段差OK杖 土岐市立肥田小学校 ４年 木股　蘭

（一社）岐阜県発明協会長賞４ 一人で輪唱できちゃった 各務原市立稲羽西小学校 ５年 永縄　涼花

（一社）岐阜県発明協会長賞５ 省エネ　エコハウス 岐阜市立且格小学校 ６年 日比野　雅

（一社）岐阜県発明協会長賞６ スプーンばし 関市立安桜小学校 ６年 福田　将太郎

（一社）岐阜県発明協会長賞７ どこでもフック 美濃加茂市立山之上小学校 ６年 可児　健人

（一社）岐阜県発明協会長賞８ 一人暮らしでも安心!!お助けハウス 各務原市立鵜沼第二小学校 ６年 村上　友紀乃

（一社）岐阜県発明協会長賞９ 卓球マシーン 岐阜市立伊奈波中学校 １年 由井　雅宏

（一社）岐阜県発明協会長賞１０ ボール洗い機 大垣市立星和中学校 １年 三輪　久志

（一社）岐阜県発明協会長賞１１ ぬぎはきらくらくゴム 大垣市立興文中学校 １年 平野　綜

（一社）岐阜県発明協会長賞１２ 安心・安全・ぞうリッパ 大垣市立星和中学校 ２年 粟野　駿

岐阜県町村会長賞 ぼくの節電大作戦 多治見市立共栄小学校 ５年 加藤　駿

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 テープカッター 大垣市立中川小学校 ６年 原　彰宏

岐阜県産業教育振興会長賞 空気力発電機 岐阜市立合渡小学校 ６年 村瀬　満稚伽

中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 せんたくばさみケース 瑞浪市立瑞浪小学校 ３年 柘植　葉月
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 2011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 受賞者氏名賞 名

キャップをごっくん！！ 瑞穂市立牛牧小学校 ２年 馬場　萌実

ささえなしの地球ぎ 岐阜市立城西小学校 ４年 宮田　英虎

急な雨でもだいじょうぶ！まほうのつえ 関市立倉知小学校 ４年 坂井　玲音

楽しい森のオルゴール 可児郡御嵩町立伏見小学校 ４年 黒井　唯名

ねこじゃらレース 岐阜市立三里小学校 ５年 加納　佳奈

介護補助具　片手で楽ちん　洗面用品 瑞浪市立稲津小学校 ５年 勝股　ももか

多機能杖 TBT 各務原市立稲羽東小学校 ５年 磯谷　駿介

安全収穫君１号 各務原市立那加第三小学校 ５年 齋藤　翼

エコクールミスト 郡上市立白鳥小学校 ５年 玉井　彩乃

カーテンホルダー 大垣市立興文小学校 ６年 高木　瑞生

端がつかない箸 大垣市立宇留生小学校 ６年 齋藤　玲

冬あったかカーテン 高山市立南小学校 ６年 山脇　彩佳

らくらく長ぐつぬぎ機 多治見市立南姫小学校 ６年 大塚　悠人

雷警報器 多治見市立市之倉小学校 ６年 矢野　雅也

フード付きの服もしっかり乾かせるハンガー 関市立武芸小学校 ６年 野村　竜之

カンガルーエプロン 大垣市立興文中学校 １年 小峯　美佑奈

買い物楽かご 高山市立松倉中学校 １年 今井　結里亜

水力発電機 高山市立久々野中学校 ２年 東　秀典

カイロは勝手にほっかろーゴミ箱 羽島市立桑原中学校 ２年 並河　万有里

転倒しないつり下げ型補助器 多治見市立陶都中学校 ３年 川村　瑞季

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



 2011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 受賞者氏名賞 名

あしこしとんとんき 各務原市立那加第三小学校 １年 平野　仁哉

見え見え　こうつうあんぜんヘルメット 羽島市立竹鼻小学校 ２年 黒田　紀彰

ストローくじ引き 岐阜市立常磐小学校 ３年 棚橋　美空

リニアの研究 中津川市立南小学校 ３年 小泉　貴歓

環境にやさしい扇風機 岐阜市立長森南小学校 ４年 野田　竜矢

楽しいエコ遊園地 岐阜大学教育学部附属小学校 ４年 小島　彩花

ボールを拾う魔法のつつ 土岐市立下石小学校 ４年 林　英吾

筆あらいマシン 土岐市立土岐津小学校 ４年 市岡　萌実

熱中症防止　おでかけ対策大作戦 岐阜市立芥見東小学校 ５年 岡本　大輝

ゆれると光る電気 本巣市立席田小学校 ５年 大熊　彩愛

からさん象 多治見市立滝呂小学校 ５年 加藤　昌

停止線で車が止まる！？ 恵那市立岩邑小学校 ６年 石黒　史人

かたもみ機 各務原市立鵜沼第二小学校 ６年 伊藤　颯希

ぐるんぐるん発電 可児市立桜ケ丘小学校 ６年 足立　幹夫

風力発電　風見鶏 可児市立西可児中学校 １年 亀谷　昌慈

割れないたまごバック　ちょ～不思議!! 関市立緑ヶ丘中学校 ２年 渡辺　彩乃

小型発電式ライト 中津川市立第二中学校 ３年 田口　拓磨

非常用卓上コンロ 美濃加茂市立西中学校 ３年 岩井　新

楽々新聞まとめセット 美濃加茂市立東中学校 ３年 水野　美希

緊急時の強い味方Ⅱ 可児市立中部中学校 ３年 渋谷　樹弥

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

＊「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２０

賞名 受賞校

トーカイ賞１ 中津川市立坂下中学校

トーカイ賞２ 各務原市立鵜沼第三小学校

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



 2011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

岐阜県知事賞１ じしんにもつなみにもまけないいえ 羽島市立福寿小学校 ３年 鈴木　まや

岐阜県知事賞２
ヒマワリ畑でエコ発電～太陽光・風
力・ハイブリッド発電装置～ 大垣市立西部中学校 ２年 河村　哲哉

岐阜県教育委員会賞 未来の学校　移動教室 高山市立西小学校 ４年 桂川　朋也

岐阜県市長会長賞 未来の夢の町 各務原市立那加第二小学校 ４年 森﨑　祐太

（一社）岐阜県発明協会長賞 みらいのぼくたちのまち 多治見市立市之倉小学校 １年 岡部　颯大

岐阜県町村会長賞 Clean City 各務原市立那加中学校 ３年 津田　みなみ

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞
何でもおいしく食べられる　ランチョ
ンマット

各務原市立蘇原第一小学校 ５年 河合　美穂

岐阜県産業教育振興会長賞 日本の未来農業 岐阜大学教育学部附属小学校 ４年 青木　彌宜

岐阜県商工会議所連合会長賞 エコワンダーランド 岐阜市立長良東小学校 ４年 山田  真大

（財）中部科学技術センター会長賞 みんなのロボット 岐阜市立本郷小学校 ２年 堀　諒太郎

そらとぶくるま 岐阜市立島小学校 １年 おかだ　ふうが

エコロボとなかよくくらすかいてきエ
コ生活 岐阜市立長良東小学校 ２年 田島　良祐

クリーンカメラ 各務原市立緑苑小学校 ３年 中川　綾乃

宇宙ゴミとCO２  クリーン大作戦 岐阜市立岐阜小学校 ４年 田島　怜一郎

土をきれいにできるメカカメカー 岐阜市立華陽小学校 ５年 北瀬　しなの

新世界～希望のかがやき～ 羽島市立堀津小学校 ５年 浅野　真歩

大津波がきてもカプセルシェルターで
安全！ 岐阜市立長良小学校 ６年 春見　亮磨

すてきな水中の家 大垣市立青墓小学校 ６年 徳田　梨乃

未来の世界 各務原市立那加第一小学校 ６年 今尾　涼音

未来の海中開発都市 岐阜市立梅林中学校 ２年 北瀬　駿太朗

みらいのロケット 大垣市立東小学校 １年 服部　匠真

今日はどこにいこうかな 大垣市立江東小学校 ２年 早矢仕　実来

究極！！エコハウス 岐阜市立加納西小学校 ３年 後藤　友美

みらいの科学のゆめ 大垣市立興文小学校 ３年 小野　雅崇

未来の都市　夜のパレード 岐阜市立西郷小学校 ４年 細見　耕太郎

出動！！地球とぼくらを守り隊 大垣市立興文小学校 ４年 勝又　颯

自転車空を飛ぶ 土岐市立肥田小学校 ５年 加藤　廉也

地産地消エネルギー社会 郡上市立白鳥小学校 ５年 村井　創

「小惑星で救え」　災害対策宇宙ス
テーション 岐阜市立徹明小学校 ６年 森　旦陽

宇宙都市 大垣市立赤坂中学校 １年 岡本　紫苑

金

賞

銀

賞

奨励賞１

奨励賞２

奨励賞３

奨励賞４

努力賞６

奨励賞５

奨励賞６

奨励賞７

奨励賞８

奨励賞９

奨励賞１０

努力賞７

努力賞８

努力賞９

努力賞１０

賞 名

努力賞１

努力賞２

努力賞３

努力賞４

努力賞５


