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名古屋通商産業局長賞 ソーラーハウス 岐阜市立藍川東中学校 ３年 柴谷 聡 1年間の天気図 岐阜市立藍川小学校 ４年 岸 浩子 便利な黒板 各務原市立那加第一小学校 ５年 関谷 句美 中部通商産業局長賞 カエルの合唱 岐阜市立芥見小学校 ５年 稲葉 寛 電光掲示板ATTENTION 岐阜市立長良西小学校 ４年 大野 真裕 中部経済産業局長賞 楽々立ち上がり機 各務原市立蘇原第一小学校 ３年 佐々木 俊作 お箸Deつかめる君 多治見市立北栄小学校 ６年 安藤 仲

（社）発明協会会長奨励賞 ミエール貯金箱 関市立桜ケ丘小学校 ３年 多田 和弘 身障者用落し物拾い器 岐阜県立関養護学校小学部 ３年 交告 日佐子 けいさんれんしゅうき 多治見市立養正小学校 ２年 柴田 泰江 （社）発明協会会長奨励賞 車椅子用安定背もたれ板 美濃加茂市立太田小学校 ６年 山田 陽子 言葉のスロットそろえマシーン 岐阜市立長良東小学校 ４年 五島 正基 発明協会会長奨励賞 楽楽シルバーカート 各務原市立八木山小学校 ６年 青木 美樹 一勢式等分器一号二号三号 土岐市立泉西小学校 ４年 村井 一勢

風を利用した窓ふき機 多治見市立昭和小学校 ６年 長谷川 泰子 目洗い水鉄砲 羽島市立中島小学校 ３年 河野 浩子 身障用給食テーブル 岐阜県立関養護学校 ４年 交告 日佐子 日本弁理士会会長奨励賞 鳥はらいツイスト目玉 恵那市立大井第二小学校 ６年 岩井 慶太郎 つかまらない蝶々 岐阜市立金華小学校 ６年 今井 友紀 日本弁理士会会長奨励賞 高そくカーブ!ぼくのだっ線ぼう止列車 岐阜市立長良小学校 ２年 笠井 大暉 PAPER CHAIR 岐阜県立大垣工業高等学校 ３年 松本 悠太郎

廃物を活用したてこのはたらき実験器 加茂郡白川町立黒川小学校 教員 伊藤 政太郎 時間割別飛出し本立て 岐阜市立藍川中学校 １年 中嶋 修 とびだし防止き 岐阜大学教育学部附属小学校 ４年 加藤 由崇 片手で、切れた 岐阜市立合渡小学校 ６年 鷲見 和貴 ビーダマジェットコースター 多治見市立精華小学校 ４年 林 裕晃 時計の仕組み 岐阜市立長森東小学校 ５年 平光 由季 未来の安心通学路「セーフテイランドセル」 岐阜市立長良小学校 ５年 高島 彩

岐阜県議会議長賞 ヘルスアップランニングマシン 多治見西高等学校 ３年 三宅 康夫 石油かんのべんりな置き方 岐阜市立藍川中学校 ６年 林 佳代子 節水型自動灌水器 高山市立東山中学校 １年 坂下 哲也 コツプのオルゴール 岐阜市立長良西小学校 ４年 土田 麻奈 Fishing 岐阜市立鏡島小学校 ６年 田口 利康 ヘレンケラーさんとの会話器 可児市立東可児中学校 ２年 林 すみれ子 疵跡残す防犯ブザー 恵那市立恵那東中学校 １年 岩井 慶文

岐阜県教育委員会賞 ワンタッチ・ペーパー・ホルダー 高山市立日枝中学校 ３年 伊藤 敦 かねくいどり 岐阜市立京町小学校 １年 安藤 拓生 台風とかぜのむき 岐阜市立藍川小学校 ５年 岸 浩子 岐阜県議会議長賞 リンリンバスケットゲーム 岐阜市立長良西小学校 ３年 藤井 浩史 おそうじネコバス 岐阜市立長良東小学校 ４年 安藤 孝浩 岐阜県議会議長賞 スライド付き僕の安全回転ドア 岐阜市立長良小学校 ４年 笠井 崇気 おじいちゃんのための爪きり 高山市立北小学校 ５年 岩崎 有紗

岐阜県市長会長賞 ジュース缶せん別機 岐阜市立金華小学校 ６年 富成 則博 ワンタッチ収納調味料付食卓 高山市立山王小学校 ５年 中家 誠 荷造りひも自動巻きこみ式自転車 岐阜市立藍川中学校 １年 岸 浩司 岐阜県教育委員会賞 らくらくアルミ缶つぶし機 大垣市立日新小学校 ２・５年 森千華・絢 融雪さんぷ一君 恵那市立恵那東中学校 １年 岩井 慶太郎 岐阜県教育委員会賞 和柔スツール 岐阜県立大垣工業高等学校 ３年 阿部 方彦 楽しい電子スケジュールBOX 可児市立東可児中学校 ３年 林 すみれ子

岐阜市長賞 種蒔用穴あけ機 大垣市立江東小学校 ５年 後藤 恵美子 浮力利用付あきかん選別機 高山市立江名子小学校 ５年 吉田 明 音センサーロボット「ストロングガール」 岐阜市立三輪南小学校
６年
３年

織田聡・斉・雅子 岐阜県市長会長賞 空気量り 各務原市立八木山小学校 ３年 青木 祐樹 洗たくバサミホルダー 大垣市立青墓小学校 ６年 山川 陽平 岐阜県市長会長賞 便利ななべしき 関市立旭ヶ丘小学校 ６年 高井 奨也 ひまわりサン・ヒーター 可児市立土田小学校 ３年 渡辺 慧

大垣市長賞 おれまがりてんびんばかり 土岐市立曽木小学校 ３年 田中 美佳 自転車のパンク運び 土岐市立駄知小学校 ６年 渡辺 光輝 夜光性昆虫採集機 大垣市立東小学校 ６年 田中 良典 さわって分かる太陽系 多治見市立多治見中学校 ３年 岩本 圭 車椅子からスグベット 高山市立新宮小学校 ３・６年 伏谷安未・拓真 紅白玉入れゲーム 岐阜市立長森北小学校 ２年 堀 けんじろう びっくり みずのみどり 瑞穂市立穂積小学校 １年 福井 麻梨香

高山市長賞 三角形の角度計算機 岐阜大学教育学部附属小学校 ４年 小野木 宏文 てこを使ったはかり 岐阜市立三輪北小学校 ６年 山口 由紀美 くねくねスタンド 高山市立南小学校 ３年 上田 尚則 ボケモンの九九れんしゅうき 大垣市立興文小学校 ２年 丹羽 麻由美 セーフティーコンロシステム 岐阜県立斐太高等学校 ２年 寺境 宏介 ベンハムのこま 高山市立山王小学校 ２年 加藤 希子 長さがよカッター 高山市立南小学校 ２年 今井 結里亜

多治見市長賞 ウィンナー切りこみ入れ 岐阜市立長良西小学校 ５年 桐山 麻由美 星座観測器 高山市立中山中学校 １年 足立 直也 水のろ過器 多治見市立市之倉小学校 ５年 伊藤 悦子 岐阜市長賞 空気の力でうごくロケット 岐阜大学教育学部附属小学校 ２年 多田 有希 うたうビー玉 岐阜市立岩野田北小学校 ２年 さかいしょうご だんごぼうや 岐阜市立梅林小学校 ３年 野々村 真誉 じいちゃんお薬の時間ですよ 岐阜市立則武小学校 ４年 前畑 実歩佑

関市長賞 じゃんけん勝抜きゲーム 各務原市立各務小学校 ５年 小脇 賢治朗 三徳机 各務原市立那加第二小学校 ５年 野中 仁 老人用の安全つえ 関市立倉知小学校 ２年 長野 貴将 大垣市長賞 エアーロケットサイクロン 岐阜市立茜部小学校 ５年 林 祐介 チンして、かぶって、寝グセはシャン!!よ 大垣市立日新小学校 ３・６年 森千華・絢 かたたたきき 各務原市立蘇原第一小学校 ３年 森 勇人 おしろが動くめいろ 各務原市立綾南小学校 ４年 飯島 樹生

中津川市長賞 地すべりなだれ感知器 岐阜市立三里小学校 ６年 伊藤 健雄 空カンカレンダー 関市立旭ケ丘小学校 ３年 兼松 由充 踏み台になる椅子 恵那郡加子母村立加子母中学校 ２年 内木 直也 高山市長賞 一発 高山市立日枝中学校 ２年 中村 峻 ソーラーパワー速乾ハンガー 高山市立中山中学校 ３年 小鷹 浩毅 未来のカーブミラー「安全くん」 岐阜市立長良小学校 ４年 高島 彩 ひじよう用箱 可児市立兼山小学校 ４年 大竹 里奈

美濃市長賞 ドライプレッサー 中津川市立第二中学校 １年 林 哲也 べんりなまきじゃく 岐阜大学教育学部附属小学校 ５年 小野木 宏文 うら表見える観察器 美濃市立大矢田小学校 ６年 増田 正樹 多治見市長賞 安全花火打ち上げ台 岐阜市立合渡小学校 ４年 鷲見 沙也香 神秘のまんげ鏡 多治見市立滝呂小学校 ５年 小野 珠季 no.125カメーゴー 高山市立南小学校 ５年 高橋 角哉 スライドペアチェア 岐阜市立岩小学校 ５年 大島 永史

瑞浪市長賞 ぴょんぴよんがえる 岐阜大学教育学部附属小学校 ２年 加藤 由崇 いろいろつかえるいす 高山市立西小学校 ４年 高原 稔延 月の観察機 岐阜大学教育学部附属小学校 ５年 佐藤 典克 関市長賞 ハンディーセロテープ 関市立桜ヶ丘中学校 ２年 深川 由基 ボールサポーター 関市立安桜小学校 ６年 大野 祥子 光信号通信機(光信号を音に変えて聞く) 高山市立西小学校 ５年 片岡 貴行 らくらくいす 美濃加茂市立山手小学校 ５年 上野 菜華

羽島市長賞 折りたたみ式ふとん付避難袋 関市立瀬尻小学校 ４年 広瀬 紀美子 前タイヤ固定具 大垣市立江東小学校 ５年 安田 幸史 寝たきり老人の床ずれ防止ベッド 羽島市立竹鼻中学校 １年 後藤 成康 中津川市長賞 バブルメーカー 岐阜市立長良西小学校 ３年 大野 真裕 ページめくり機 恵那郡加子母村立加子母中学校 １年 内木 優作 UFOキャッチヤー 多治見市立北栄小学校 ５年 安藤 仲 2006年8プラネッツプラネタリウム 岐阜市立本郷小学校 ６年 角田 皓亮

恵那市長賞 シャワー付フラワースタンド 多治見市立昭和小学校 ６年 伊佐治  尚子 キャンプ用常夜灯 大垣市立西小学校 ５年 小寺 徹 自分で測れる身長測定器 羽島郡笠松町立笠松小学校 ５年 苅谷 慎 美濃市長賞 おばけ屋敷（スリットの回転を利用して） 岐阜市立金華小学校 ５年 今井 友紀 魚の水ぞくかん 岐阜市立黒野小学校 ２年 まついゆか理 変形たも 美濃加茂市立山手小学校 ５年 伊藤 優樹 ワンタッチタンス おしだし 岐阜市立長森北小学校 ６年 和田 直也

美濃加茂市長賞 砂ふるいつきごみ取り 関市立旭ケ丘小学校 ５年 柴田 顕 太陽熱利用のえさやり器 羽島市立正木小学校 ５年 河尻 ちとせ 光る階段 岐阜市立市市橋小学校 ６年 小林 大輔 瑞浪市長賞 われらポンポコ応援団 岐阜市立黒野小学校 ６年 太田 康弘 ハチ取り機 瑞浪市立瑞浪小学校 ５年 杉浦 慎一 かぎ守り 各務原市立綾南小学校 ５年 夜陣 未布夕 片手で切れるトイレットペーパーホルダー 岐阜市立岩野田北小学校 ６年 小澤 宥太

土岐市長賞 上肢機能訓練器 岐阜県立関養護学校 ２年 交告 日佐子 三球儀 岐阜市立城西小学校 ６年 伊藤 理 夜間用安全ガサ 岐阜市立白山小学校 ６年 江崎 則博 羽島市長賞 整理整とん時間わり本ばこ 岐阜市立長森西小学校 ４年 細江 陣 最新蚊取りマット 羽島市立桑原中学校 ３年 森 博文 火山型募金箱 岐阜市立長良東小学校 ６年 武市 優理 バスケットロボ 岐阜市立岩野田北小学校 ６年 國枝 奨

各務原市長賞 百発百中さし木箱 岐阜市立岩小学校 ６年 広江 泰孝 勾配表示ランプ 高山市立三枝小学校 ６年 大津 毅 力もち 各務原市立各務小学校 １年 宮崎 証俊 恵那市長賞 包丁鉄人!ねこの手 各務原市立那加第三小学校 ５年 喜名 佳奈子 ぼくの水族館 岐阜市立長良小学校 ３年 笠井 智仁 環境にやさしい寝冷え防止装置 岐阜大学教育学部附属小学校 ６年 星野 輝 スーパーふきとり君 大垣市立小野小学校 ６年 服部 智哉

可児市長賞 カンつぶし器 関市立倉知小学校 ６年 波多野 義史 てんてんまりつき 可児市立今渡北小学校 ５年 坂田 祐子 美濃加茂市長賞 シャトルスライダー 美濃加茂市立西中学校 ３年 中村 剛也 地震感知自動点灯懐中電灯 美濃加茂市立山手小学校 ６年 松井 弘和 地震センサー「揺れても、安心です!」 岐阜市立長良小学校 ６年 高島 優花 クールゲットB 高山市立南小学校 ６年 今井 紗耶香

岐阜県町村会長賞 防風省エネガスコンロ 関市立旭ケ丘小学校 ６年 吉田 功 長時間使用できる水入れ 各務原市立那加第一小学校 ６年 大塚 庸司 地震に耐える建物 関市立旭ヶ丘小学校 ６年 吉田 隆二 土岐市長賞 ダストキャッチ 土岐市立駄知小学校 ５年 中垣 静香 ネコの手もかりたい 土岐市立駄知小学校 ６年 中垣 静香 傘付き物干し 大垣市立江東小学校 ６年 大橋 美鈴 自動そうじ機ロボット 多治見市立北栄小学校 ６年 土屋 亮太

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 ボール洗い 瑞浪市立陶中学校 ３年 上田 一男 はがきのせいしよき 多治見市立昭和小学校 ３年 柴田 浩子 水を利用した雪おろし装置 多治見市立昭和小学校 ５年 長谷川 幸代 各務原市長賞 浮き沈みして泳ぐ 元ゴロウ 各務原市立蘇原第一小学校 ５年 大垣 恵理華 介護する食卓御膳 各務原市立那加第三小学校 ６年 喜名 佳奈子 人混みに一優しいかさ 関市立田原小学校 ６年 藤田 真衣 氷の海を踊る3Dペンギン 多治見市立小泉小学校 ６年 梶田 莉緒奈

岐阜県産業教育振興会長賞 ソーラーホット 中津川市立阿木中学校 ３年 伊藤 達巨 サウンドセンサースイッチ 岐阜県立高山工業高等学校 ２年 登林 泰行 可児市長賞 CDケースとゲーム機入れ 可児市立中部中学校 １年 林 直樹 光ファイバー花火 可児市立広見小学校 ４年 白木 健登 集団登校支援装置「出発するぞ一」 恵那市立大井第二小学校 ６年 岩井 慶文 へんしんなべしき 関市立富野小学校 ６年 井尻 和

岐阜県商工会議所連合会長賞 ケーブルカー 関市立旭ケ丘小学校 ２年 森 隆浩 ムカデとりき 瑞浪市立釜戸小学校 ３年 田村 由美子 融雪乾燥下駄箱 高山市立東山中学校 １年 下出 正行 岐阜県町村会長賞 ペットボトルかさ立て『折りたためるの』 各務原市立那加第一小学校 ５年 片岡 美春 くるくるオセロ 各務原市立那加第二小学校 ６年 岩井 一晃 エアコン用日よけ(28℃をより涼しく) 土岐市立駄知小学校 ６年 平野 雄也 一度にとれる 羽島市立竹鼻小学校 ６年 松波 輝明

新岐阜百貨店賞 健康げた 美濃加茂市立蜂屋小学校 ６年 木村 寿宏 鵜飼船 岐阜市立西郷小学校 ５年 田中 鉄也 岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 おじいちゃんのラクラク!!かんたんせなかふき 土岐市立土岐津小学校 ５年 大東 広依 はさまんぞ一 大垣市立西小学校 ４年 田邊 幸佑 動くとびだし注意かんばん 各務原市立那加第二小学校 ６年 山田 幸弘 かんたん自動缶分け機 各務原市立綾南小学校 ６年 夜陣 未布夕

ふた兼チリ取りとゴミ入れ容器 関市立瀬尻小学校 ４年 古川 貴子 折りたたみ椅子 関市立倉知小学校 ６年 山下 泰弘 地図覚え板 関市立瀬尻小学校 ５年 広瀬 正則 岐阜県産業教育振興会長賞 ジヤングル探検迷路 岐阜市立長良東小学校 １年 安藤 駿 どこでも立てられるつえ 関市立桜ヶ丘中学校 ３年 福田 麻美 回転式ピツチングマシーン 可児市立広見小学校 ６年 山内 悟 片手しぼり器&Wひもつきぞうきん 関市立緑ケ丘中学校 ２年 清水 祐太

糸のからまないボビンケース 岐阜市立長良西小学校 ５年 坪内 瑞枝 お茶冷却器 山県郡高富町立高富中学校 ３年 船戸 智 器具定規 安八郡神戸町立神戸小学校 教員 早野 巌 岐阜県商工会議所連合会長賞 ふた式虫とりアミ〈Get!虫とり君> 各務原市立蘇原第二小学校 ５年 谷村 晃太郎 自動楽譜めくり機 岐阜市立精華中学校 ２年 田口 悠佳里 カーテンレールコースター 可児市立春里小学校 ６年 松井 しほ ハイパースプーン 羽島市立桑原中学校 ２年 奥田 美帆

電動掃除機 可児市立中部中学校 ３年 井川 大地 木登りをするてんとう虫 多治見市立陶都中学校 ３年 古田 賢太郎

年 度 レッドスプリングス 岐阜県立大垣工業高等学校 ３年 三宅 晃三郎 Hip Fit 岐阜県立大垣工業高等学校 ３年 増田 有希

賞 名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 岐阜県町村会長賞 大工の釘さん 大垣市立青墓小学校 ５年 秋月 良介 畑ほり機 可児市立今渡南小学校 ５年 林 亮太

名古屋通商産業局長賞 のり巻きイス 関市立安桜小学校 ６年 山田 孝一 ユーホーをうこかすロボット 岐阜市立金華小学校 ４年 杉原  しんご 音の出る花火 岐阜大学教育学部附属小学校 ２年 小森 七穂 長良川うかい 岐阜市立加納西小学校 ２年 かたみひろふみ 中部経済産業局長賞 車庫入れ「バックオーライト」 美濃加茂市立古井小学校 ４年 渡辺 太貴 ストッピー 大垣市立荒崎小学校 ４年 佐藤 敦奎 岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 月と地球とスペースシャトル 岐阜市立徹明小学校 ５年 高長 昌輝 トスバッティングマシーン 岐阜市立鶉小学校 ６年 島 佳大

（社）発明協会会長奨励賞 星座早見装置 羽島郡笠松町立笠松小学校 ６年 苅谷 慎 花さかじいさん 岐阜市立長森南小学校 ４年 野田 悠子 キュービック式四面ゲーム盤 各務原市立尾崎小学校 ４年 関根 理敏 カタカタラッコ 各務原市立尾崎小学校 ５年 関根 理敏 （社）発明協会会長奨励賞 冬でも安全ミラー君 恵那市立恵那東中学校 ２年 岩井 慶太郎 感知ポスト 恵那市立恵那東中学校 ３年 黒木 信晴 岐阜県産業教育振興会長賞 やまをのぼるどうぶつたち 岐阜市立則武小学校 １年 ふじたみずき プラネタリウム 岐阜市立長良西小学校 ４年 下野 徳子

携帯用リビングセット 恵那郡加子母村立加子母中学校 ３年 田口 孝 夏のおもいで 岐阜市立白山小学校 ２年 とく田みゆき ももたろう 岐阜市立長森南小学校 ２年 野田 敦 色々な先端を持った電気コードが接続できる端子器具 岐阜市立岩野田中学校 教員 宮田 孝尚 日本弁理士会会長奨励賞 地球の一年 岐阜市立黒野小学校 ５年 太田 陽平 RR皿(レスキューロボット2号機) 大垣市立南中学校 ２年 斧田 稔 岐阜県商工会議所連合会長賞 コロコロわけわけ貯金箱 高山市立西小学校 ５年 打保 孝紀 掲示君 大垣市立東小学校 ５年 桑原 大和

円・帯グラフはや書き機 土岐市立妻木小学校 ４年 柳生 伸也 珍しい砂時計 関市立小金田中学校 ３年 古川 靖道 平面プリズム 多治見市南ｹ丘中学校 ３年 服部 真由美 簡単に止められない目覚まし時計 各務原市立蘇原第二小学校 ４年 高木 雄佑 握力計 多治見市立精華小学校 ６年 古田 紗緒理 海ゆう館たんけん 岐阜市立京町小学校 ３年 守屋 祐紀

岐阜県議会議長賞 長良川花火 岐阜市立長森南小学校 ３年 野田 悠子 ぽくのマリオネット 岐阜市立加納西小学校 ４年 形見 貴清 計算練習器 大垣市立南小学校 ４年 木村 友紀 ねこのこ飼料えさ台 岐阜市立本郷小学校 ３年 古田 流一 RRIレスキューロボット 大垣市立南中学校 １年 斧田 稔 ねことねずみのおいかけっこ 多治見市立昭和小学校 ５年 大村 拓也

岐阜県教育委員会賞 三次元投影器 安八郡神戸町立神戸小学校 教員 早野 巌 時間割早見表 岐阜市立加納小学校 ３年 渡辺 勇二 音の反射吸音実験器 可児市立春里小学校 教員 渡辺 利久 フレーミング実験装置 大垣市立南小学校 ５年 木村 友紀 岐阜県議会議長賞 不思議な水中スクリーン 岐阜市立長良東小学校 ５年 五島 正基 おばあちゃんのラクラクざいす 各務原市立那加第二小学校 ３年 廣瀬 心 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名

岐阜県市長会長賞 まちがえずにかけられる電話カード 高山市立新宮小学校 ５年 谷本 芳貴 自動せんたくものパラソル 多治見市立養正小学校 ４年 柴田 泰江 グラスボート 岐阜大学教育学部附属小学校 ４年 小森 美穂 ランドセルのガタガタ防止 岐阜市立茜部小学校 ６年 樋口 朋実 岐阜県教育委員会賞 長良川とぼくの夏休み 岐阜市立長良小学校 ５年 内藤 和揮 折りたたみOK！“花のこみち”スロープ 各務原市立那加第三小学校 ６年 苅谷 勇輝 中部経済産業局長賞 感度が調節できる地震センサー 岐阜市立長良小学校 ６年 高島 　彩 メロディーコロリ☆「キラキラ星」 岐阜市立常磐小学校 ３年 尾野 汐梨

岐阜市長賞 クリーナー付黒板消し 羽島郡笠松町立笠松中学校 ３年 苅谷 悟 ふしぎなかお 岐阜市立加納小学校 ２年 かとう ゆか 空中ブランコ 岐阜市立加納西小学校 ５年 形見 貴清 シャボン玉発生き 岐阜市立加納小学校 ５年 渡辺 勇二 岐阜県市長会長賞 ゆらすとなにができるのかな 岐阜市立京町小学校 ２年 守屋 祐紀 海から宇宙へとび出せ、ぼくの雷気クラゲ 岐阜市立長良小学校 ６年 内藤  和揮 発明協会会長奨励賞 交通安全マシン 各務原市立那加第二小学校 ２年 山田 晃大 シューズ電力 靴底発電所 可児市立南帷子小学校 ６年 塩塚 啓倫

大垣市長賞 交通安全ロボット 岐阜市立西郷小学校 ６年 田中 鉄也 色の合成実験装置 大垣市立南小学校 ６年 木村 淳二 たまご・パックカッター 大垣市立小野小学校 ３年 近藤 功士 とうふ切り 大垣市立赤坂小学校 ５年 渡辺 陽子 よくとぶかみひこうきマシーン 美濃加茂市立下米田小学校 １年 福井 康平 いろいろな力で光る 岐阜市立京町小学校 ３年 野村 奈里 日本弁理士会会長奨励賞 座、First 岐阜県立大垣工業高等学校 ３年 中島 礼乃 すぐ取れる僕の郵便受け 岐阜市立長良小学校 ５年 笠井 大暉

高山市長賞 ハンカチ・ナフキンほしハンガー 関市立富岡小学校 ５年 藤村 知子 手のリハビリ機 高山市立新宮小学校 ６年 谷本 芳貴 雪おろしのいらないやね 高山市立中山中学校 ２年 福戸 亮 坂上がりじょうたつ機 高山市立花里小学校 ４年 吉川 智洋 てこ応用バサミ『チョキチョキ君』 各務原市立蘇原中学校 １年 谷村 晃太郎 村のかじ屋 岐阜市立網代小学校 ６年 長屋 晃寛 けいたい箸 関市立金竜小学校 ５年 佐藤 光一郎 地球の磁力を使ったフラフープ発電機 岐阜大学教育学部附属小学校 ４年 加藤 大暉

多治見市長賞 折りたたみ写生板 高山市立三枝小学校 ６年 島田 一美 一つで三つに使える台 多治見市立昭和小学校 ６年 服部 貴司 泳ぐ金魚 多治見市立養正小学校 ５年 柴田 泰江 ディズニーランドの夜 多治見市立養正小学校 ３年 柴田 貴代 岐阜市長賞 たまごを守るエリマキトカゲ 岐阜市立徹明小学校 ４年 島 孔介 来年も立山に行こう 岐阜市立長良東小学校 ４年 古賀 勇基 楽々ハンガー 美濃加茂市立山之上小学校 ５年 水野 美希 通電火災防止ボール 土岐市立駄知小学校 ６年 筑摩 恒治

関市長賞 時間わり早見ひょう 岐阜市立日野小学校 ２年 ながやこうたろう 本立てプラス避なんハシゴ 関市立桜ケ丘小学校 ５年 小酒井慎一郎 虫の背中と腹が同時に見える拡大鏡 関市立安桜小学校 ３年 石井 亜由美 バッティングマシーン 関市立倉知小学校 ５年 落合 隆 大垣市長賞 ドレミファ音楽隊 大垣市立東小学校 ６年 宇佐美 喬士 お年寄りが喜ぶ！！補聴メガホン 大垣市立日新小学校 ５年 森 千華 岐阜県議会議長賞 手の不自由な方用くつべらスタンド 関市立旭ヶ丘小学校 ６年 土岐 美奈子 お手伝いしたくなっちゃうエコ食器乾燥機 中津川市立坂下小学校 ５年 吉村 明生

中津川市長賞 貯金箱 関市立旭ケ丘小学校 ５年 栗山 基 オートサンバイザー 各務原市立蘇原中学校 ２年 飯沼 暁 こものいれ 中津川市立南小学校 ２年 成瀬 幸二 救命具 関市立下有知中学校 １年 鈴木 敏治 高山市長賞 パイプいすDe車いす 高山市立北小学校 ５年 野中 雄太 人力くつ脱水機 高山市立江名子小学校 ５年 網谷 涼子 岐阜県教育委員会賞 ひまわり発電機 大垣市立小野小学校 ６年 田邊 美奈子 自動？！せんたく物マシーン 岐阜市立長森北小学校 ５年 山田 友佳

美濃市長賞 あけしめ一る 多治見市立池田小学校 ６年 井沢 賞資 側溝のフタ取りはずし機 岐阜市立厚見小学校 教員 井森 洋明 視力表 美濃市立美濃中学校 １年 野尻 忠臣 手力花火 岐阜市立長森南小学校 ３年 野田 敦 多治見市長賞 風力計 多治見市立滝呂小学校 ４年 吉川 昌宏 電動万華鏡 多治見市立精華小学校 ５年 古田 賢太郎 岐阜県市長会長賞 肩たたき機 可児市立今渡南小学校 ６年 林 亮太 「がんばれ和彦」オリンピック選手に勝て！ 岐阜市立加納小学校 ２年 杉本 和彦

瑞浪市長賞 水ばかり 可児市立帷子小学校 ３年 山本 みゆき 同じ長さに切れるテープカッター 関市立桜ケ丘小学校 ５年 酒井 知行 おもてスッキリ粘着ガバリ 瑞浪市立釜戸中学校 ３年 梅村 康弘 プラネタリューム 岐阜市立長良西小学校 ５年 若井 理 関市長賞 水抜きポンプ 水尾溜免造 関市立小金田中学校 ２年 永田 美矩 リサクルレインガード 関市立田原小学校 ３年 藤田 真衣 ぼくのかいてんずし 岐阜市立加納小学校 １年 杉本 和彦 まわるカラフルカップ 岐阜市立日野小学校 １年 さかい まや

羽島市長賞 おきあがりこぼし 各務原市立鵜沼第三小学校 １年 太田 光 ブックエンド 岐阜市立岩野田中学校 １年 西脇 愛恵 のびちぢみなべしき 多治見市立共栄小学校 ５年 可児 加奈子 注射器クレーン 岐阜市立日野小学校 ４年 藤沢 一哉 中津川市長賞 一台三役移動ボード 中津川市立苗木小学校 ６年 垣内 俊哉 耐震住宅の実験 中津川市立西小学校 ４年 倉野 誠司 ママ思いの油がとばないフライがえし 大垣市立青墓小学校 ２年 河瀬 みなみ 海の中のコーヒーカップ 岐阜市立岐阜小学校 ２年 くみた さき

恵那市長賞 芝生の落葉とり機 大垣市立南小学校 ４年 川瀬 貴史 調節できるソーセージ開封機 高山市立東山中学校 ３年 野首 勇人 自在本立 岐阜市立長良西小学校 ５年 三木 裕紀 地震はなぜ起きる 岐阜市立鷺山小学校 ５年 桜井 由美子 美濃市長賞 伸縮しながら横に進むロボ 郡上郡八幡町立相生小学校 ６年 河手 陽子 森のえんそう会 岐阜市立長森北小学校 ５年 奥村 友理 ピチングマシーン 中津川市立阿木小学校 ２年 松田 大海 夏の思い出「イルカショー」 岐阜市立岩小学校 ２年 丹羽 このみ

美濃加茂市長賞 電池テスター 多治見市立北栄小学校 ４年 永井 義宏 壁かけ回転棚 高山市立松倉中学校 ３年 坂沢 美紀 おさかなうまくとれるかな 岐阜市立加納西小学校 １年 かたみひろふみ 闘牛 岐阜市立京町小学校 ５年 酒井 浩之 瑞浪市長賞 まわしてちょイス 瑞浪市立瑞浪小学校 ６年 澤井 あず美 マサルえもんの体積はかり 土岐市立肥田小学校 ４年 宮川 大 からすげきたいマシーン 岐阜市立且格小学校 ３年 堀 光貴 かさラジオ 郡上市立大和南小学校 ２年 田口 祐太

土岐市長賞 マジックハンド 岐阜市立則武小学校 ４年 圓戸 辰郎 きょうふのやかた 土岐市立泉西小学校 ３年 中嶋 紘士 ぼくの運動会 土岐市立泉西小学校 ３年 中嶋 政暦 ぽうグラフ円グラフへんかんき 土岐市立妻木小学校 ４年 柳生 貴也 羽島市長賞 貝焼き 羽島市立中央中学校 ２年 山田 悠人 有ると便利、車にイイ・センス 岐阜市立伊奈波中学校 ３年 永田 美矩 タコのメリーゴーランド 岐阜市立本郷小学校 ４年 村瀬 果鈴 地しん体けんハウス 各務原市立那加第二小学校 ３年 山田 あきひろ

各務原市長賞 自動太陽高度計 岐阜市立鷺山小学校 ６年 辻 秀典 交換が素早いﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ 各務原市立桜丘中学校 ３年 池田 隆男 ひらひらチョウチョ 各務原市立鵜沼第三小学校 ４年 梅田 元気 健康バランス機 各務原市立緑苑小学校 ６年 土田 智恵美 恵那市長賞 ラジクリ君 恵那市立恵那東中学校 ２年 黒木 信晴 接近・安心・急カーブ 恵那市立恵那東中学校 ３年 岩井 慶太郎 便利な物干しざおのある家 岐阜市立黒野小学校 ４年 巻口 沙代 風力発電と太陽光発電による自動散水機 岐阜市立且格小学校 ４年 堀 光貴

可児市長賞 量がわかるトイレットペーパー器 関市立安桜小学校 ５年 加藤 晋司 まほうのくに 可児市立今渡北小学校 ２年 神谷 智之 コインくいにげちょきんばご 可児市立今渡北小学校 ４年 酒井 宏二 もぐらのバンくいきょうそう 岐阜市立木之本小学校 ２年 辻 健太郎 美濃加茂市長賞 宇宙ステーション 岐阜市立長良西小学校 ５年 大野 真裕 光って回る夏の星空 美濃加茂市立古井小学校 ５年 小林 大介 おばあちゃんたちの畑も守れる？！平和のかねデラックス 中津川市立坂下小学校 ４年 吉村 明生 雨の見はり番 大垣市立東小学校 ４年 安田 啓人

岐阜県町村会長賞 安全(指をすらない)おろし器 各務原市立那加第一小学校 ６年 関谷 句美 トスマシン 岐阜市立鷺山小学校 ５年 北川 誠一郎 光るホタル 各務原市立那加第一小学校 ４年 津田 智子 べんきょうロボット 大垣市立青墓小学校 ２年 野田 貴之 土岐市長賞 地震対策装置 土岐市立泉中学校 ３年 今川 陽明 お出かけミニキッチン 土岐市立泉西小学校 ５年 長畠 優 災害けいほう機 各務原市立綾南小学校 ４年 夜陣 綾香 トントンとじろう 飛騨市立神岡小学校 ４年 沖野 秀作

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 等分定規 可児郡御嵩町立御嵩小学校 教員 岩崎 潤生 とつレンズの焦点距離測定器 大垣市立西部中学校 教員 早野 巌 1mm方眼プラスチックプレパラート 揖斐郡久瀬村立久瀬小学校 教員 川本 晴之 しん動でうごくおもちゃ 岐阜市立市橋小学校 ４年 辻村 隼人 各務原市長賞 おばあちやんの座椅子 各務原市立八木山小学校 ５年 青木 祐樹 老人チェアー 各務原市立那加第三小学校 ５年 佐々木 雄一 風流えさやり機 岐阜市立加納小学校 ５年 大塚 祐矢 暗やみあんしんスリッパ 美濃加茂市立加茂野小学校 ４年 西川 享佑

岐阜県産業教育振興会長賞 ｿﾚﾉｲﾄﾞの特殊な使用例（ﾛﾎﾞｯﾄへの応用とｺﾝﾋﾟｭｰﾀ制御） 他県 教員 後藤 正明 どこにでもとりつけられる巣箱 高山市立松倉中学校 １年 釜谷 恵 コード名札 大垣市立綾里小学校 ３年 伊藤 千絵美 ふしぎなもよう 岐阜市立加納小学校 ４年 加藤 有香 可児市長賞 プールでだれが先にゴールにつくかな 岐阜市立長森北小学校 ２年 三浦 ひとみ レインボーベル 可児市立春里小学校 ４年 箕浦 隼世 ココ５号 ネコのエコロジーハウス 岐阜市立且格小学校 ５年 日比野 佑介 かけたらシャキーン！スーパードライ物ほしざお 可児市立春里小学校 ４年 周防 優利

岐阜県商工会議所連合会長賞 ポケットにも入る地球儀 瑞浪市立釜戸中学校 １年 梅村 康弘 フラダンスをする人ぎょうたち 岐阜市立三里小学校 ２年 石ぐれさえこ バキュームアイロン台 高山市立日枝中学校 ３年 新家 敦 くつばこ 岐阜市立芥見小学校 ６年 布山 晋司 岐阜県町村会長賞 戸じまりチェックドア 各務原市立稲羽西小学校 ６年 岩井 秀成 回してドレミ♪ 郡上郡白鳥町立大中小学校 ２年 片桐 七里 ～岐阜の星空を追い求めて～立体型星座早見盤 岐阜市立長良西小学校 ５年 下野 徳子 わたしの発明工夫「広さ測り機」 恵那市立吉田小学校 ５年 勝 綾香

運動会用はた立て器 土岐市立曽木小学校 ４年 水野 裕示 かんたんに使えるさいほうばこ 大垣市立東小学校 ３年 林 朋美 立体日本地形図 岐阜市立長良西小学校 ５年 若井 憲彰 サーカス小屋のピエロ 岐阜大学教育学部附属小学校 ５年 木村 容子 岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 プログラムカー 本巣郡穂積町立穂積中学校 ２年 石野 すばる 磁気浮上車 岐阜大学教育学部附属小学校 ５年 多田 有希 スーパー回転バンクマシーン 瑞穂市立瑞穂小学校 ５年 土田 容史 片手らくらくフタ開け機 各務原市立鵜沼第二小学校 ５年 村上 智紀

炭酸ガス気化防止装置 多治見市立根本小学校 ６年 川瀬 崇詠 ワゴン 関市立安桜小学校 ６年 加藤 晋司 むし・動物かご 各務原市立那珂第三小学校 ４年 石井 智大 金魚の自動餌やり機 各務原市立緑陽中学校 ３年 田中 彰一 岐阜県産業教育振興会長賞 ビー玉コースター 可児市立春里小学校 ３年 箕浦 隼世 ローマ字電信機 岐阜市立本荘小学校 ３年 畠平 春奈 水タンク付きサッシ掃除機 大垣市立静里小学校 ５年 早野 雅紀 連続通水式の太陽熱風呂給湯器 各務原市立川島小学校 ５年 水谷 賢

岐阜県商工会議所連合会長賞 「テーブルゴミとりくん」 各務原市立中央小学校 ４年 川久保 寛太 落とし穴コリントゲーム 岐阜市立長良小学校 ５年 笠井 智仁 帽子けいじょうきおくハンガー 高山市立東小学校 ５年 今藤 寛太 ココ６号 岐阜市立且格小学校 ６年 日比野 祐介

年 度 電池の残りが分かる機械 多治見市立小泉小学校 ５年 梶田 誉穣 自転車運び機 関市立旭が丘小学校 ６年 高井 友也

賞 名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 かた手でラクラク定規 関市立安桜小学校 ５年 清水 彩加 小さい子でも大丈夫！シートベルト補助具 関市立旭が丘小学校 ６年 羽田野 太希

中部通商産業局長賞 森のげきじょう(紙しばい) 岐阜市立藍川小学校 ２年 紅谷 二恵 レコーダリウム 岐阜市立加納西小学校 ４年 坂元 ちぐさ 心のこもった。表示板 岐阜市立木之本小学校 ４年 太田 雅子 カギ穴のない金庫 各務原市立緑陽中学校 ２年 矢部 沖比古 ブラインド 大垣市立星和中学校 １年 近藤 毅 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 セルフ トス マシーン 瑞浪市立陶小学校 ５年 久保寺 輝 足の不自由な方用 立ち上がりお助けチェア 関市立旭が丘小学校 ６年 土岐 貴美子

（社）発明協会会長奨励賞 流体かんさつそうち 岐阜市立加納西小学校 ４年 坂元 翠 声で案内する点字ブロック 多治見市立多治見中学校 ２年 星野 滋英 アメンボロボット 各務原市立那加第一小学校 ３年 前田 悠太 デジタル表示の風向計 多治見市立北栄小学校 ５年 渡辺 宰 スリットドラム 恵那郡付知町立付知中学校 １年 原 功史 中部経済産業局長賞 段差なんか怖くない 中津川市立苗木中学校 ２年 垣内 俊哉 自立する便利杖 各務原市立蘇原第一小学校 ３年 佐々木栄理子 魔法の杖（マジックハンド仕込み杖） 各務原市立蘇原第一小学校 ６年 佐々木栄理子 楽々牛乳パックカッター 美濃加茂市立山之上小学校 ６年 水野 美希

発電式つな引きゲーム 多治見市立養正小学校 ４年 西田 有佑 ぼくの夏 岐阜市加納西小学校 ４年 形見 晋史 こうつうあんぜんハンカチ 関市立富岡小学校 ２年 大塚 としまさ 自動点灯する自転車の尾灯 高山市立花里小学校 ５年 中家 陽介 青虫君の一生 岐阜市立三輪北小学校 ３年 九野 由理香 （社）発明協会会長奨励賞 かんたんつつめ一る 大垣市立赤坂小学校 ３年 椙岡 彩華 美濃町線最後の連結 岐阜市立長森北小学校 ４年 梅田 ゆり 森の音楽隊 関市立桜ヶ丘小学校 ６年 田中 貴道 一石二鳥杖 各務原市立蘇原第一小学校 ６年 佐々木 俊作

磁界の吸引と反発 大垣市立南小学校 ６年 木村 友紀 ドリルパズル 関市立富野小学校 ５年 福田 剣 熱電換気くん 神岡町立神岡工業高等学校 ３年 安藤昌之・野林政治 飛ぶ恐竜 岐阜市立三輪南小学校 ６年 藤吉 匠 メロディロード 可児市立帷子小学校 ５年 岩井 貴弘 日本弁理士会会長奨励賞 衝突レコーダー 各務原市立八木山小学校 ４年 青木 美樹 らくらく自動洗たく物干し 岐阜市立長良東小学校 ６年 古賀 勇基 水道管オルゴール 可児市立春里小学校 ６年 松井 さなえ 洗濯物を干しやすく取り込みやすくする工夫 多治見市立平和中学校 １年 広瀬 茉里紗

岐阜県議会議長賞 水車と遊園地 岐阜市立長森南小学校 ４年 野田 敦 身体測定器 岐阜市立三輪南小学校 ６年 大門 高明 バランス名人 各務原市立尾崎小学校 ２年 関根 惟� 歯ブラシけい馬 岐阜市立厚見小学校 ４年 岡部 弘樹 防災貯金棒 関市立桜ヶ丘小学校 ２年 福田 麻美 波のメロディー 岐阜市立長森北小学校 ６年 奥村 友里 しゆん間チエンジ僕の交通情報板 岐阜市立長良小学校 ３年 笠井 崇気 おちないぞー 関市立緑ヶ丘中学校 ２年 山田 智己 介護スプーン 大垣市立西中学校 ２年 早田 智陽

岐阜県教育委員会賞 簡易透過度測定器 大垣市立興文小学校 教員 小薮 範雄 郡上おどり 岐阜市立木之本小学校 ５年 太田 博之 まり文庫 久々野町立久々野小学校 ５年 宮崎 真理 酸性雨全自動分画採水装置 岐阜県立池田高等学校 ― 化学部 ギヤーカーとかいてんレール 岐阜市立長良小学校 ２年 笠井 良光 光(ひかる) 郡上郡八幡町立八幡西中学校 ２年 河手 陽子 夜空 岐阜市立三輪南小学校 ４年 藤吉 祐成 本棚 可児市・御嵩中学校組合共和中学校 ２年 長沼 将生 移動薬局用ソーラー冷却器 岐阜県立高山工業高等学校 ３年 水口 皓介

岐阜県市長会長賞 チャックつき便利がさ 関市立金竜小学校 ５年 池之端 美紀 いすから踏み台へ 各務原市立緑陽中学校 １年 三宅 越也 ねたきり老人のオムツかえき 高山市立花里小学校 ４年 中家 陽介 川さかのぼり船 岐阜市立芥見小学校 ４年 小林 嵩人 歯磨チェックカップ 高山市立花里小学校 ６年 中家 陽介 岐阜県議会議長賞 目の見えない人のための方位磁石 多治見市立精華小学校 ６年 古田 賢太郎 逆送防止装置「ギャクイヤー」 中京高等学校 ２年 岩井 慶太郎 岐阜県町村会長賞 ママも安心ひっくり返らーず 羽島市立中央小学校 ４年 広瀬 竜太郎 万能キャスター 土岐市立駄知中学校 ３年 平野 雄也

岐阜市長賞 ピョンピョンガエル 岐阜大学教育学部附属小学校 ４年 木村 吉寿 音楽はっぴょう会 岐阜市立京町小学校 ２年 吉村 真梨子 タッチプラネタリウム 岐阜市立加納西小学校 ６年 北村 絵美 落雷シュミレーター 岐阜市立加納西小学校 ６年 坂元 ちぐさ 水上メリーゴーランド 岐阜市立芥見小学校 ５年 稲葉 淳 岐阜県教育委員会賞 安心・安全靴はかせ補助具 各務原市立蘇原第一小学校 ６年 佐々木 雄作 ママ安心!(洗濯竿) 各務原市立八木山小学校 ５年 青木 美樹 岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 円×円 岐阜県立大垣工業高等学校 ３年 田中 彰子 モーター発電機 可児市立兼山小学校 ６年 佐藤 博紀

大垣市長賞 ふたの落ちてこないトイレットペーパー容器 大垣市立宇留生小学校 ４年 大倉 瑞恵 くしぬきつきやきとりざら 大垣市立興文小学校 １年 中山 恵里佳 アルミ缶とスチール缶分離器 大垣市立西小学校 ５年 岡田 庸平 すべりどめっきふた 大垣市立静里小学校 ６年 西村 真紀 楽譜の作成用具 大垣市立小野小学校 教員 早野 巌 岐阜県市長会長賞 水力ゴミ取り機 各務原市立蘇原第一小学校 ５年 金武 晃平 上を向いて進もう 中津川市立苗木中学校 ３・１年 垣内俊哉・隆文 岐阜県産業教育振興会長賞 階段らくらくキャリーカート 各務原市立那加第二小学校 ６年 春見 悠人 足に手が届かない人の為の足用ツメキリ 関市立桜ヶ丘中学校 ３年 鵜飼 雄太

高山市長賞 かべかけ用洋服かけ 高山市立松倉中学校 １年 坂澤 昌美 両面いす兼テーブル 高山市立東山中学校 ２年 東 靖稔 小物かけ 高山市立三枝小学校 ４年 細江 土門 太陽エネルギー利用自動散水器付プランター 神岡町立神岡工業高等学校 ３年 三春 元毅 太傷エネルギー利用簡易安全灯 吉城郡神岡町立神岡工業高等学校 ３年 高松 悟朗 まごのてらくちんファスナー 土岐市立駄知小学校 １年 筑摩 恒治 送風物干しハンガー 高山市立山王小学校 １年 洞口 太輝 岐阜県商工会議所連合会長賞 床ずれ防止&寝返りお助けマット トコズレーヌ 土岐市立駄知小学校 ５年 籠橋 映莉子 くつほし台 土岐市立下石小学校 ４年 福岡 聖

多治見市長賞 段登りロボット6輪車 多治見市立養正小学校 ５年 安江 栄晃 ユーフォー 多治見市立養正小学校 ２年 前田 かなみ じしゃくロープウェー 多治見市立精華小学校 ２年 加簾 智幸 かたもみて袋 多治見市立養正小学校 ４年 日比野 雅之 プランターじょうろ 多治見市立昭和小学校 ３年 真下 豊 すばやくパックン虫かごたも 大垣市立綾里小学校 ５年 大川 有美 すいすいラクラクポリタンク 土岐市立泉西小学校 ５年 伊藤 啓二 中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 点字オセロ 大垣市立西小学校 ４年 藤沢 瑞穂 走れ！エコくん！～風力発電システムと太陽光発電システムを作る～ 土岐市立泉西小学校 ４年 市瀬 璃子

関市長賞 どちらから引いてもあき押してもあかないドア 関市立小金田中学校 １年 長谷部 義和 ポリボックス水栓 関市立安桜小学校 ４年 小椋 智樹 キャスティング式人命救助道具 関市立下有知中学校 １年 神谷 博輝 風の強さがわかるきかい 関市立安桜小学校 ２年 長尾 大章 便利な靴べら 関市立小金田中学校 ２年 亀山 智睦 岐阜市長賞 光るかわる僕の交通標識 岐阜市立長良小学校 ２年 笠井 崇気 長良川のうかい 岐阜市立長良小学校 ３年 高島 彩

中津川市長賞 動き回るえび 岐阜市立西郷小学校 ４年 清水 日和 飛び出し式カセットラック 中津川市立第二中学校 ２年 成瀬 朋和 玉が動くおもちゃ 多治見市立精華小学校 ２年 杉島 正樹 つくえかばん 中津川市立第二中学校 １年 佐々木 智也 キラキラオルゴール 岐阜大学教育学部附属小学校 ２年 所 正佳 大垣市長賞 あんぜんはなびてんかそうち「つけるくん」 大垣市立静里小学校 １年 早野 雅紀 ぐるりとすずしいファンテーブル 大垣市立荒崎小学校 ６年 佐藤 敦奎

美濃市長賞 風力たいこたたき機 多治見市立市之倉小学校 ２年 鈴木 綾 水中スコープ 美濃市立神洞小学校 ４年 佐藤 弘一 すわれて、ねれるいす 美濃市立神洞小学校 ６年 中島 功介 プラネタリウム 岐阜市立三里小学校 ６年 大野 美保子 おそいかかるきょうりゅう 岐阜市立厚見小学校 ２年 山下 知志 高山市長賞 野菜何でもスライサー 高山市立江名子小学校 ６年 網谷 涼子 片手で切れるトイレットペーパー(洋式) 高山市立東小学校 ５年 今藤 遙 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名

瑞浪市長賞 お茶運び人形 岐阜市立京町小学校 ６年 永田 瞳 へびの貯金箱 瑞浪市立稲津小学校 ６年 澤田  哲至 パタパタふくろうとヒッコリもぐら 岐阜市立京町小学校 ２年 岩井 喬 洗車装置 多治見市立多治見中学校 ２年 後藤 正則 びよよ～んワールド 可児市立春里小学校 ３年 奥村 智志 多治見市長賞 月の満ち欠けそうち 多治見市立脇之島小学校 ５年 二宮 彩恵莉 ちょ金箱技あり一本!! 多治見市立養正小学校 ４年 佐藤 宏紀 中部経済産業局長賞 パラパラ肥料製造マシン 各務原市立稲羽西小学校 ５年 黒井 大智 段差に負けないシルバーカー 岐阜市立藍川小学校 ５年 松田 凱登

羽島市長賞 カメレオンの虫取り練習 岐阜市立市橋小学校 ３年 佐竹 薫 水の分度器 羽島市立正木小学校 ５年 岩田 真太郎 キャスター台 羽島市立竹鼻中学校 ３年 森 義弘 昼夜兼用交通安全てる・てるステッキ 岐阜県立岐阜工業高等学校 ２年 峰尾 和宏 すいか切りうけ 羽島市立桑原小学校 ３年 菅野 智彦 関市長賞 ランドセル通学グッズ 関市立瀬尻小学校 ５年 松井 香友 タイマーかとりせんこう 関市立旭ヶ丘小学校 ５年 高井 奨也 発明協会会長奨励賞 まどピカ カブトくん 岐阜市立且格小学校 ３年 堀 友亮 お助けＢＯＸ 各務原市立那加第二小学校 ５年 山田 晃大

恵那市長賞 生ゴミポイ 岐阜市立鷺山小学校 ４年 桜井 宏幸 木工カレンダー 高山市立束小学校 ５年 下洞 貴史 ポスト 多治見市立市之倉小学校 ６年 春田 和秀 光の反射実験装置 大垣市立小野小学校 教員 早野 巌 たしざんてんびん 岐阜市立厚見小学校 ４年 堀 祐子 中津川市長賞 ぼうし伝言Car 岐阜市立鏡島小学校 ４年 熊崎 翔太 東海地震に備えろ一ラジオ付きメガホンの製作一 中津川市立第一中学校 ２年 石井 友章 日本弁理士会会長奨励賞 花火大会 岐阜市立芥見東小学校 ３年 杉山 明日香 らくらく起き上がりラック 各務原市立鵜沼第二小学校 ５年 村上 友紀乃

美濃加茂市長賞 楽しい漢字ロボット 大垣市立青墓小学校 ３年 野田 貴之 アユのやな場 岐阜市立茜部小学校 ３年 日比野 彰朗 ヤマタノオロチ 美濃市立上牧小学校 ４年 林 智之 おれまがりてんびん 関市立旭ヶ丘小学校 ５年 松田 直高 サッカーゲーム 大垣市立静里小学校 ２年 田辺 潤哉 美濃市長賞 ストッパー付きステッキ 大垣市立星和中学校 ２年 三浦 遼 水の番人 各務原市立綾南小学校 ４年 夜陣 未布夕 夏休みの思い出 岐阜市立加納西小学校 ２年 寺本 琉夏 どこだ ＭＯＯＮ 岐阜市立加納西小学校 ５年 寺本 怜生

土岐市長賞 あきかんで作る楽器 岐阜市立芥見東小学校 ４年 若森 美奈 だれかな 土岐市立泉小学校 ５年 水野 良亮 介護用のねまき 各務原市立緑陽中学校 ２年 川岸 美佳 雨を防ぐドアカバーの模型 土岐市立泉中学校 ３年 中嶋 紘士 流体観察装置 岐阜市立陽南中学校 ２年 坂元 翠 瑞浪市長賞 曲化防止本立て 瑞浪市立釜戸中学校 ３年 保母 佳紀 おばあちゃんの移動草取り機 瑞浪市陶小学校 ３年 伊藤 雅一 とうふ職人 美濃市立大矢田小学校 ４年 山田 祈 テープカッター 大垣市立中川小学校 ５年 原 彰宏

各務原市長賞 ヘンシンぽくの顔 各務原市立鵜沼第一小学校 ３年 勝野 鉱太 野原ではらつづみ 各務原市立緑苑小学校 ３年 中西 弘幸 効率のよい芋洗器 各務原市立稲羽西小学校 ６年 安田 文子 自動消灯イス 各務原市立蘇原第一小学校 ４年 小川 晃司 高さが３通りに変化する折りたたみ式テーブル 各務原市立緑陽中学校 １年 興津 淳 羽島市長賞 耐震住宅 関市立倉知小学校 ６年 須田 真司 使いやすいドライバー 羽島市立中央中学校 １年 舟木 一平 岐阜県議会議長賞 らくらく草取りくん 中津川市立坂下小学校 ６年 吉村 明生 ぼくのエコサイクル ドアの開閉エネルギー回収装置 各務原市立稲羽西小学校 ６年 黒井 大智

可児市長賞 虫の工作 可児市立広見小学校 ３年 細野 由香理 学習パネル 可児市立桜ヶ丘小学校 ６年 彦坂 宣秀 ホースホルダー 美濃市立神洞小学校 ６年 立木 奈緒 花火のネオンサイン 可児市帷子小学校 ４年 岩井 貴弘 星座早見板 可児郡御嵩町立伏見小学校 ５年 鍵谷 知里 恵那市長賞 地震探知機グラッタ君2号 恵那市立恵那北中学校 ２年 柘植 智暁 くるくるクリーン 恵那市立大井第二小学校 ５年 岩井 慶文 岐阜県教育委員会賞 トリプルハイブリッド発電システム 土岐市立泉西小学校 ５年 市瀬 璃子 持ち運びシャワー 岐阜市立則武小学校 ６年 宮島 弘明

岐阜県町村会長賞 なるほど・ザ・本立て箱 大垣市立安井小学校 ６年 宝藤 大樹 夏の星空学習機 多治見市立滝呂小学校 ５年 成田 将也 チャブイスPart2 高山市立日枝中学校 ３年 新家 陽子 指先くんれんき 養老郡養老町立笠郷小学校 ６年 西脇 孝博 日本歴史玉手箱 岐阜市立長森南小学校 ６年 浜畑 美有紀 美濃加茂市長賞 光通信ロボットエピオン 多治見市立北栄小学校 ５年 栗濱 礼尚 がんばれ日本!!からくりおうえん団 岐阜市立三輪南小学校 ４年 平林 悠 岐阜県市長会長賞 マッセングラ 飛騨市立神岡小学校 ５年 沖野 秀作 らくらく電きゅうこうかん 関市立武芸小学校 ３年 太田 晃之介

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 ピエロの綱渡り 各務原市立鵜沼第三小学校 １年 田村 卓也 夜間歩行者確認点滅灯 各務原市立蘇原中学校 ３年 峰尾 和宏 立体めがね 大垣市立西部中学校 教員 早野 巌 パソコン用図形入力装置とソフト 岐阜県立多治見工業高等学校 教員 田中 千征 コーカサスロボット（動くｺｰｶｻｽｵｵｶﾌﾞﾄ） 各務原市立蘇原第一小学校 ４年 大垣 尊信 土岐市長賞 下にしてもでるきりふき 土岐市立駄知小学校 ３年 森本 舞人 ひとつで3しゆるいはかれるすな時計 土岐市立下石小学校 ３年 長江 俊明 だれでもつかえる　～アップ・ダウンくん～ 関市立倉知小学校 ２年 坂井 玲音 ピンポンドアホン 岐阜市立長森北小学校 ２年 山田 愛佳

岐阜県産業教育振興会長賞 船をこぐ入 岐阜市立茜部小学校 ４年 伊藤 彰 花火の貯金箱 多治見市立滝呂小学校 ５年 森 勇介 時間割交換機 大垣市立興文小学校 ５年 中山 静佳 窓ぎわそうじ三点セット 関市立下有知中学校 １年 二俣 宣義 牛乳パックをあけやすく 大垣市立興文小学校 ３年 下野 裕基 各務原市長賞 長寿のいす 各務原市立那加第二小学校 ６年 山田 健太 なかよしいす 各務原市立蘇原第一小学校 ４年 林 福実 かえるのぴょんぴょんオルゴール 岐阜市立岐阜小学校 ３年 汲田 早紀 おじいちゃんのおてつだい 岐阜市立則武小学校 ３年 前畑 龍冶

岐阜県商工会議所連合会長賞 音読スタンド 岐阜市立黒野小学校 ２年 木原 功貴 うかい 岐阜市立木田小学校 ４年 臼井 崇 つつのなかをとぶちょう 岐阜市立茜部小学校 １年 日比野 夏輝 てつがた君 多治見市立昭和小学校 ３年 水口 翔 リユック式ビート板 大垣市立小野小学校 １年 大森 健一 可児市長賞 いろいろまんげきょう 可児市立今渡北小学校 ２年 北村 真依 ガラス割れ検知器 可児市立東可児中学校 １年 林 すみれ子 ミニプラネタリウム 土岐市立肥田小学校 ３年 齋木 慧悟 バッティングトスマシン 美濃加茂市立山手小学校 ４年 近藤 良祐

ぶたもおだてりゃ木に登る 岐阜市立岩小学校 ４年 白井 督人 鉛筆ケース 大垣市立興文小学校 ５年 川口 いずみ もぐりん 各務原市立八木山小学校 ２年 田中 紗和子 見やすい信号機 高山市立南小学校 ６年 古川 貴康 ナイス・シュート レックスくん 岐阜市立黒野小学校 ４年 佐藤 智彦 山県市長賞 天体望遠鏡 各務原市立那加第一小学校 ５年 川島 旺洋 学校便利グッズ「ああ～たすカッパ」 関市立倉知小学校 ６年 山田 里歩 オープン・ザ・ミラー 岐阜市立加納西小学校 ４年 寺本 怜生 手作りオシロスコープ 土岐市立肥田小学校 ４年 木股 快斗

ガス元栓締め忘れ防止器 岐阜市立日野小学校 ６年 長屋 耕太郎 両面窓ふき一石二鳥手動マシーン 岐阜市立岩野田小学校 ６年 石本 昌彦 金魚自動えさやり器 岐阜市立常磐小学校 ６年 平野 順子 ゴミ取り出し「とい」 大垣市立北中学校 １年 山口 孝雄 楕円コンパス 多治見市市之倉小学校 ６年 梶田 毅 瑞穂市長賞 自動シャボン玉機 瑞穂市立南小学校 ４年 林 祐太 点字を覚える本 瑞穂市立南小学校 ５年 林 祐太 介護用楽々ペットボトルホルダー 大垣市立綾里小学校 ４年 桑原 康輔 地震対応の台 岐阜市立徹明小学校 ５年 熊﨑 尚音

飛騨市長賞 強風でも折れ曲がらない傘 大垣市立東小学校 ６年 山川 穣 足ぶみ発電き 多治見市立市之倉小学校 ４年 矢野 雅也 鵜飼の貯キャップ箱 岐阜市立芥見小学校 ５年 武知 祐里佳

本巣市長賞 鉄ぼうロボット 可児市立広見小学校 ５年 山内 悟 窓につきませんたく干し 土岐市立駄知小学校 ５年 筑摩 智香 杖とくつがそろえられるスティック 大垣市立小野小学校 ５年 足立 愛郁

作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 郡上市長賞 歩き上手 関市立安桜小学校 ５年 山本 祥瑚 らくらくワンタッチクロス 郡上市立口明方小学校 ５年 山田 健人 テーブルが汚れないジャムビン用スプーン 羽島市立中央小学校 ５年 不破 稜太

中部通商産業局長賞 ねむいかみなりさま 土岐市立肥田小学校 ３年 肥田 佳代子 針レスホッチキス 大垣市立星和中学校 ３年 近藤 毅 手ぶらカサさし機・ランドセル用 各務原市立稲羽東小学校 ３年 山本 恵太 ゴマちゃんの音楽会 岐阜市立黒野小学校 ５年 玉木 みゆき パットとれ一る 各務原市立那加第一小学校 ４年 片岡 美晴 下呂市長賞 オーイ雨ですよ!! 土岐市立駄知小学校 ２年 酒井 研宗 これで 解決！薬の飲み忘れ 岐阜市立黒野小学校 ６年 卷口 沙代 すごいぞ！！磁石の力体験 可児市立帷子小学校 ５年 小池 和生

（社）発明協会会長奨励賞 ソーラーポンプ 岐阜県立岐阜工業高等学校 １年 野田知里・宮川弘行 世界まるごと早出しワンポイントマップ 郡上郡白鳥町立牛道小学校 ５年 清水 敬大 ぼんぼんオルゴール 岐阜市立城西小学校 ３年 所 正和 笛の達人 岐阜大学教育学部附属小学校 ６年 所 正佳 ちょうの一生 岐阜市立長良小学校 ２年 笠井 康寛 岐阜県町村会長賞 ペンキタレーズ1号2号 大垣市立中川小学校 ２年 柳瀬 知広 点滅看板 多治見市立昭和小学校 ４年 続木 敬大 やめれマス・続けれマス 羽島市立中央小学校 ６年 廣瀬 竜太郎 種まき機 中津川市立坂下小学校 ６年 吉村 野々香

日本弁理士会会長奨励賞 アイロン台になる椅子 高山市立山王小学校 ５年 坂口 梢 風圧ごま 岐阜市立白山小学校 ３年 吉井 裕志 じどうさかなつりき 岐阜市立黒野小学校 ２年 上田 輝明 安全版画台 大垣市立興文小学校 ５年 市川 裕也 おばあさん楽々ふとん干しうらがえし機 各務原市立那加第三小学校 ４年 喜名 佳奈子 岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 人の体のしくみ 岐阜大学教育学部附属小学校 ５年 五島 隆之介 虹のかけはし 岐阜市立京町小学校 ５年 松岡 花苗 立体測り機 恵那市立吉田小学校 ６年 勝 綾香 芯の折れにくいシャープペンシル 岐阜市立東長良中学校 １年 笠井 大暉

ぼくのマリンスタジアム 可児市立春里小学校 １年 前田 周吾 田畑の用心棒1号 岐阜市立岩野田小学校 ４年 安藤 寿孝 ハミガキ三分計 岐阜市立金華小学校 ５年 今井 隆文 エルマーとりゅう 岐阜市立金華小学校 ３年 今井 友紀 満ち欠け月面図 多治見市立多治見中学校 ２年 岩本 圭 岐阜県産業教育振興会長賞 入浴時の防水腕カバー・腕置き台お風呂セット 大垣市立日新小学校 ６年 森 千華 防犯フラツシュ 多治見市立多治見中学校 ２年 大嶽 由香 ＳＴＡＮＤＢＩＣＹＣＬＥ 瑞浪市立日吉中学校 １年 小栗 大悟 まわらない鍋ぶた 土岐市立泉中学校 ３年 渡辺 明里

SUNNY メロディーアラーム 岐阜市立長良小学校 ３年 笠井 良光 アルミ空缶つぶし機 岐阜県立多治見工業高等学校 ３年 水野哲之 外５ 魔法のランプ 多治見市立精華小学校 ５年 磯村 和範 介護らく座シート 岐阜県立斐太高等学校 ３年 寺境 夕紀子 ほっとポット 岐阜県立飛騨神岡高等学校 ３年 菊田 有紀子 岐阜県商工会議所連合会長賞 ベンチチェスト 高山市立東小学校 ４年 西野 尋紀 アーム式ドライバー 可児市立中部中学校 ２年 成瀬 諒輔 岐阜県町村会長賞 お母さんのつくえ 高山市立北小学校 ４年 清水 俊哉 ホース キャッチ 大垣市立小野小学校 ３年 小倉 清楓

岐阜県議会議長賞 月のもよう 多治見市立養正小学校 ４年 岩本 圭 陸上競技用電子雷管 岐阜県立中津川工業高校 ３年 陸上部4名 だっしゅつベルト 高山市立西小学校 ４年 大村 重喜 白鯨 岐阜市立金華小学校 ６年 今井 隆文 アメンボウ型ロボット 各務原市立蘇原第一小学校 ４年 大垣 恵理華 (財)2005年日本国際博覧会協会長賞 ひえひえいす 岐阜市立長森北小学校 ３年 和田 直也 ヒートアイランド対策機 大垣市立興文中学校 ３年 富田 麻人 岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 雨水タンクと水やりポンプ 可児市立東明小学校 ３年 越野 丈大朗 月の観察 多治見市立池田小学校 ４年 西尾 友佑

岐阜県教育委員会賞 曲がるカットバン 岐阜市立長良小学校 ６年 中村 有希 ピエロのつなわたり 岐阜市立岩野田北小学校 ４年 篠田 真梨恵 照度比較器 美濃加茂市立蜂屋小学校 教員 三原 隆雄 カラス鳥さようなら君 恵那市立大井第二小学校 ４年 岩井 慶太郎 車イス用の荷物・傘楽々かけ 美濃加茂市立太田小学校 ５年 山田 陽子 岐阜県産業教育振興会長賞 楽々ゴム 美濃加茂市立東中学校 １年 水野 美希 風力アニメシアター 瑞穂市立生津小学校 ２年 高田 圭吾

岐阜県市長会長賞 ベットの上での足浴器 高山市立新宮小学校 ４年 伏谷 有生 わすれものないないマシーン 岐阜市立則武小学校 ２年 柏 隆史 アトランタオリンピック「ハードル」 各務原市立蘇原第一小学校 ２年 大垣 恵理華 かんたんビンのフタあけ器 各務原市立緑苑小学校 ４年 榊原 朱梨 足つり君 土岐市立土岐津小学校 ５年 土本 麻人 中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 犬の自動えさ水やり機 瑞穂市立南小学校 ５年 馬渕 莉世 いやしのガーデン（粒音） 飛騨市立神岡小学校 ６年 沖野 秀作

改良賞状ケース 岐阜市立長良小学校 ２年 中村 加奈 スーパーミラクロメガトンハイパーゆうえんち 岐阜市立本郷小学校 ３年 西尾 知記 のび一るじょうろ 土岐市立鶴里小学校 ５年 林 敬之 自立するまな板 大垣市立興文小学校 ４年 堀田 麻理子 空気ちりとり 各務原市立蘇原第二小学校 ４年 谷村 晃太郎

びんボトル 高山市立松倉中学校 ３年 中田 裕介 火力発電のモデル 美濃加茂市立東中学校 ３年 白木 健一 車いす用買い物袋かけ 大垣市立赤坂小学校 ６年 竹中 さあや よ～くかわ～くハンガー 各務原市立那加第一小学校 ６年 前田 洋平 うでのない人のための机 坂下町立坂下小学校 ６年 可児 真由美

岐阜市長賞 ホバークラフト 岐阜市立長良西小学校 ６年 堀田 哲史 救助号 岐阜市立黒野小学校 ５年 平野 昌彦 くるくるとれ一ら一 岐阜市立長森西小学校 １年 くわやまさとし 距離測定器 岐阜市立長森西小学校 ６年 遠藤 良輔 つりの体験版 岐阜市立鏡島小学校 ４年 田口 利康 作品名 学校名 学年 受賞者氏名 作品名 学校名 学年 受賞者氏名

大垣市長賞 ものさしつきテープカッター 大垣市立中川小学校 ４年 河口 友香 超軽量メガホン 大垣市立西中学校 １年 市川 貴浩 メジャー付ロ一プホルダー 大垣市立東小学校 ６年 吉田 祐一郎 イタズラネコおしおきそうち付き自動給水小鳥のエサ台 岐阜市立厚見小学校 ５年 岡部 綾子 牛乳カッター 大垣市立西部中学校 １年 山中 弘子 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 便利ハンガー 土岐市立肥田小学校 ４年 齋木 凌拳

高山市長賞 まほうの手ぶくろ 多治見市立養正小学校 ２年 佐々木 梨ナ くつ下はき器 高山市立南小学校 ５年 藤田 祐美 看護便利服 高山市立山王小学校 ６年 新家 望 1冊でもたおれないバネ式本棚 高山市立三枝小学校 ６年 中田 文也 ホッ磁キス 高山市立日枝中学校 ３年 寺境 宏介 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 電工木琴 各務原市立中央小学校 ４年 中村 貴大

多治見市長賞 のびのび太君 多治見市立南姫小学校 １年 箕浦 好二 水のゆくえ 多治見市立養正小学校 ５年 岩本 圭 地球をとりまく環境 多治見市立養正小学校 ６年 岩本 圭 自動かきまぜ機 多治見市立精華小学校 ４年 古田 知也 灯油らくらく機 多治見市立脇之島小学校 ６年 稲垣 舞 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 一発で落ちる！！楽々洗濯物干し 中津川市立坂下中学校 ２年 吉村 野々香

関市長賞 便利なみそ出し機 関市立下有知小学校 ３年 奥田 麻耶 とびらどこでもストッパー 関市立瀬尻小学校 ２年 足立 弥司 リュック楽 関市立旭ケ丘小学校 ５年 梅村 香成 風にも負けず「よしずの一人立ち」 関市立小金田中学校 １年 永田 祐介 点字しょうぎ 関市立田原小学校 ２年 森 俊貴 はさむ君 岐阜市立徹明小学校 ６年 熊崎 尚音 坂道らくらくマイシューズ大作戦 岐阜市立芥見東小学校 ６年 岡本 大輝

中津川市長賞 A MIDNIGHT BY THE BLAKLIGHT 岐阜市立陽南中学校 ３年 坂元 翠 風向計 中津川市立西小学校 ５年 大山 竜明 シャボン玉遊びと自動発生機 中津川市立南小学校 ６年 岩本 千恵 発電フイツシングゲーム 岐阜市立長良小学校 ４年 笠井 貴臣 バス イン バス（BATH IN BATH) 高山市立南小学校 ４年 吉本 実沙子 星定規 高山市立南小学校 ６年 岩田 彩有里 お風呂の残り湯で発電・蓄電 多治見市立共栄小学校 ６年 加藤 駿

美濃市長賞 アルミホイルのとび出し防止 関市立旭ヶ丘小学校 ６年 安田 真由美 全自動散水器 美濃市立美濃中学校 ２年 岡本知暁・中島健吾 くつにかわる長ぐつ 大垣市立川並小学校 ３年 説田 茉莉花 地方別立体グラフ 美濃加茂市立古井小学校 ６年 佐藤 史耶 お米らくらくバイザー 美濃市立大矢田小学校 ５年 藤吉 彩乃 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 じいちゃんのこうやくいす 高山市立北小学校 ３年 瀬木 康太

瑞浪市長賞 はなび 岐阜市立岩野田小学校 ２年 長屋 よし子 テレホンカードのイルミネーション 多治見市立南姫小学校 ５年 稲垣 匡聡 自動発射!農作物みはりロケットまもる君 瑞浪市立釜戸小学校 ５年 藤田 奈美 断水お助け器 多治見市立脇之島小学校 ５年 林 浩生 イージくん 各務原市立稲羽西小学校 ６・４年 永縄将太郎・達也 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 くつ下まっ白！らくらくクリーナー 可児市立広陵中学校 １年 小倉 太一

羽島市長賞 かおりのシャワー 羽島市立福寿小学校 ４年 山内 伊織 スカートまくり上り止め 羽島市立福寿小学校 １年 浅井 良樹 安全せんこう 羽島市立足近小学校 ６年 北嶋 一輝 ウオシュレットカバー 羽島市立正木小学校 ５年 豊田 祐 車椅子用の体重計 羽島市立正木小学校 ６年 豊田 祐 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 自動窓開け機 多治見市立滝呂小学校 ４年 渡辺 桃可

恵那市長賞 水の量と沸いた事がわかるやかん 恵那市立武並小学校 ６年 曽我 英紀 動く宇宙 恵那郡明智町立吉田小学校 ５年 原 さくら ソーラー電池つき地震お知らせ君 恵那市立大井第二小学校 ３年 岩井 慶太郎 風向きがわかる石のオルゴール 高山市立西小学校 ４年 柏 隆史 太陽電池駆動Uターンモグラ 恵那市立大井第二小学校 ５年 岩井 慶太郎 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 ありがとう いってらっしゃい おとうさん 岐阜市立早田小学校 １年 石井 大貴

美濃加茂市長賞 らくらくづえ 美濃加茂市立蜂屋小学校 ５年 纐纈 由美 黒板取付用教材・教具保持具 濃加茂市立蜂屋小学校 教員 三原 隆雄 風力計 美濃加茂市立山之上小学校 ５年 片桐 辰徳 らくらく灯油置き台 美濃加茂市立古井小学校 ５年 渡辺 麻友 はなれろハナレール 美濃加茂市立蜂屋小学校 ５年 紅谷 明宏 らく楽ソックス 岐阜市立早田小学校 ３年 石井 万智 あんしん かいだん 各務原市立蘇原第一小学校 ２年 人見 咲蘭

土岐市長賞 バーティカルビークル(垂直歩行機) 各務原市立蘇原第一小学校 ５年 大垣 尊信 省エネクーラーマット 土岐市立泉小学校 ５年 小栗 宗一郎 0-157なんかこわくない 土岐市立下石小学校 ４年 伊藤 礼実 使用済電池なんでもOKライト 多治見市立多治見中学校 １年 岩本 圭 おたすけ君 土岐市立下石小学校 ６年 伊藤 礼実 段差OK杖 土岐市立肥田小学校 ４年 木股 蘭 水のむだをなくすきかい 美濃市立美濃小学校 ３年 中村 太陽

各務原市長賞 クラゲロボヅト(KINGOFTHEKURAGE) 各務原市立那珂第一小学校 ６年 前田 悠太 るす番自動水やり機 各務原市立緑苑小学校 ４年 礒部 知寛 米とぎ器 各務原市立稲羽東小学校 ５年 長縄 大貴 垂直上しょう機 各務原市立尾崎小学校 ５年 長縄 亮磨 ぼくの気圧計 各務原市立稲羽東小学校 ５年 山本 恵太 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 巾木おそうじピッカマン 可児市立東明小学校 ３年 小栗啓伸・大史

可児市長賞 北海道 岐阜市立茜部小学校 ３年 河村 有香 はねるトビウオ 可児市立土田小学校 ５年 宮坂 佳明 ブロックおこし 関市立桜ケ丘小学校 ５年 西倉 ゆかり 鳥の公園 御嵩町立伏見小学校 １年 落合 達矢 ライトつきページめくりき 岐阜市立黒野小学校 ４年 上田 輝明 省エネ エコハウス 岐阜市立且格小学校 ６年 日比野 雅 くるりん げた箱 岐阜市立早田小学校 ４年 石井 万智

岐阜県町村会長賞 便利用まな板 大垣市立興文小学校 ４年 岡部 麻里 クレーン 岐阜市立黒野小学校 ６年 玉木 吉和 風防止つき花火点火台、水入れ 大垣市立西部中学校 ２年 上田 拓弘 CDケース 可児市立中部中学校 １年 古山 裕章 ゴロピカアンブレラ 羽島市立福寿小学校 ３年 田中 寛也 スプーンばし 関市立安桜小学校 ６年 福田 将太郎 目薬一人でできるよ 大垣市立小野小学校 ４年 近藤 舞花

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 よろこぶお花 岐阜市立岩野田小学校 ４年 田中 悠佳 風のサンダル 岐阜市立京町小学校 ４年 小笠原 人 ひと目でわかるカギわすれ 大垣市立綾里小学校 ４年 傍島 麗菜 マジックオセロ 瑞浪市立瑞浪小学校 ５年 上田 仁 車いすでもらくに本が読める 高山市立新宮小学校 ４・１年 伏谷拓真・安未 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 車イス ラクラク移動板 岐阜市立則武小学校 ５年 前畑 龍冶

岐阜県産業教育振興会長賞 なみのりサーフィン 岐阜市立本郷小学校 ２年 松尾 紗織 でんでん太鼓車 岐阜市立城西小学校 ２年 所 正和 光線電話 本巣郡穂積町立穂積小学校 ６年 上野 隆太郎 まわるメリーゴーランドの小物いれ 岐阜市立日野小学校 ２年 安川 智哉 足つきまな板ほし 多治見市立滝呂小学校 ３年 前田 和成 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 とれないんです 大垣市立青墓小学校 ５年 上野 翔喜

岐阜県商工会議所連合会長賞 ぜったい落ちないパイロットくんれん機 岐阜市立京町小学校 ３年 小笠原 人 びっくりしたおじさん 岐阜市立長森北小学校 ４年 平工 友紀 かんたんタオルはさみ 大垣市立北小学校 ６年 竹中 鮎子 かんたん足温スリッパ 高山市立山王小学校 ５年 坂口 楓 おち葉すいとり機 大垣市立小野小学校 ５年 田辺 留美子 卓球マシーン 岐阜市立伊奈波中学校 １年 由井 雅宏 人混みにやさしい傘 関市立倉知小学校 ５年 坂井 玲音
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ボール洗い機 大垣市立星和中学校 １年 三輪 久志 私の考えたコンパスの先 大垣市立興文小学校 ６年 伊藤 七海

ぬぎはきらくらくゴム 大垣市立興文中学校 １年 平野 綜 洗濯パックン 土岐市立泉小学校 ６年 小栗 克人

安心・安全・ぞうリッパ 大垣市立星和中学校 ２年 粟野 駿 自動給水機付き エコ納涼カーテン 中津川市立坂下中学校 ３年 吉村 明生

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 風呂っくつ 各務原市立蘇原第一小学校 ６年 人見 真由香

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 小さくなる大きなごみ箱 大垣市立星和中学校 ３年 粟野 駿

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 自転車運びスロープ 各務原市立稲羽東小学校 ４年 三神 優季

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 通学路守る君 岐阜市立加納西小学校 ５年 各務 正太郎
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