
児童・生徒の作品の部

出品№ 作品の名称 氏名 学校名 学年

C-1 ビーダマりったいありのすめいろ 後藤　希維 岐阜市立加納小学校 １年

C-2 テイクファイヤー 大橋　侑正 岐阜市立加納西小学校 １年

C-3 てらして　すいぞくかん 澤田　悠惺 岐阜市立長森北小学校 １年

C-4 ひえひえボトル 矢冨　紗莉 岐阜市立方県小学校 １年

C-5 おとがなる２かいだてめいろ 安藤　潤希 岐阜市立茜部小学校 １年

C-6 きけんがいっぱい！あなにおちるなゲーム 小森　晴大朗 岐阜市立長良西小学校 １年

C-7 ぼくの　もぐらたたき 桐山　凜斗 岐阜市立三輪北小学校 １年

C-8 まきまきめもちょうろぼ 久保田　祥真 岐阜市立長森西小学校 １年

C-9 おばあちゃんのおくすりがちゃ 木村　颯佑 多治見市立市之倉小学校 １年

C-10 じゃぐち　ろぼっと 佐藤　陽香莉 多治見市立池田小学校 １年

C-11 ごまあぶらをつくろう 吉村　瑳来 中津川市立南小学校 １年

C-12 めざせ、歯ピカ賞！ 小森  妃華 美濃加茂市立山手小学校 １年

C-13 じどうはんばいき 三好　琳陽奈 郡上市立八幡小学校 １年

C-14 ルーレットゆうびんうけ 服部　将和 岐阜市立明郷小学校 ２年

C-15 きせつのひき出し 川村　有香 岐阜市立白山小学校 ２年

C-16 しかけ絵本「ユニコーンとまほうの赤いみ」 安田　煌 岐阜市立本荘小学校 ２年

C-17 きらきらペットボトル 川田　徠翔 岐阜市立日野小学校 ２年

C-18 ぐるぐるせんぷうき 服部　結愛 岐阜市立三里小学校 ２年

C-19 ペットボトルでキッチンおたすけマン 丹羽　愛莉 岐阜市立岩小学校 ２年

C-20 水でうごくロボットアーム 三浦　祐希 岐阜市立厚見小学校 ２年

C-21 たっきゅうのたま　あつめぼう　２ごう 天野　咲希 岐阜市立三輪南小学校 ２年

C-22 キャップリサイクルボックス 石井　太一 大垣市立北小学校 ２年

C-23 あんぜんがびょうとり 杉本　みのり 大垣市立小野小学校 ２年

C-24 ダンボール切だんガイド 近藤　優悟 大垣市立東小学校 ２年

C-25 かわかっさ（乾傘） 志津　彦太 大垣市立南小学校 ２年

C-26 ずれない下じき 堀　蒼翔 大垣市立南小学校 ２年
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C-27 音で知らせるせん風き 山﨑　哲平 大垣市立安井小学校 ２年

C-28 いつよんだか分るしおり 高橋　勇成 大垣市立北小学校 ２年

C-29 キャップスタディ 渡邉　未夢 大垣市立安井小学校 ２年

C-30 にこにこひまわり 後藤　陽香 高山市立南小学校 ２年

C-31 進め！果物ソーラーバス 澤田　紫乃 多治見市立精華小学校 ２年

C-32 にじ色そろばん 宮上　昴士 恵那市立武並小学校 ２年

C-33 ぬれないランドセルカバー 堀江　晃生 美濃加茂市立太田小学校 ２年

C-34 コップ　はさんでくん 内海　惺 土岐市立土岐津小学校 ２年

C-35 くるくるかけざん！！ 大橋　晃太 各務原市立鵜沼第二小学校 ２年

C-36 便利なハンガーかけ 佐藤　吏桜 御嵩町立御嵩小学校 ２年

C-37 ダンボールUFOキャッチャー 梅村　理史 岐阜市立白山小学校 ３年

C-38 上ぐつ手動あらいき 國江　由純 岐阜市立本荘小学校 ３年

C-39 かるくてじょうぶダンボールつえ 栃井　佑太 岐阜市立長森北小学校 ３年

C-40 きょうりゅう海りゅう　サファリパーク 奥田　誠大 岐阜市立鶉小学校 ３年

C-41 百人一首をおぼえるマシン 山口　真由 岐阜市立市橋小学校 ３年

C-42 パタパタづくえ 大橋　怜恩 岐阜市立岩野田北小学校 ３年

C-43 わりばしストロー 長尾　百莉 岐阜大学教育学部附属小学校 ３年

C-44 食べたら　うんち 青木　友雅 岐阜大学教育学部附属小学校 ３年

C-45 シップ１人ではれるよ！ 島戸　蒼乃 大垣市立安井小学校 ３年

C-46 かるかるランドセル 東海　翔大 大垣市立中川小学校 ３年

C-47 防犯足あとスタンプ 大橋　琉稀 大垣市立宇留生小学校 ３年

C-48 ソーラークッカー 中島　悠汰 大垣市立南小学校 ３年

C-49 これで安心すそあげスカーチョ 續木　理心 多治見市立小泉小学校 ３年

C-50 安心線香　おきあがりこぼし 土屋　莉菜 関市立旭ヶ丘小学校 ３年

C-51 つくえかばん 西尾　太希 中津川市立東小学校 ３年

C-52 らくらくカラフルおむつがえマシーン 大蔦　望夢 瑞浪市立土岐小学校 ３年
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C-53 かさに実るふしぎな実 小倉　絆生 瑞浪市立日吉小学校 ３年

C-54 かんたんボールとり 不破　瑠海 羽島市立中央小学校 ３年

C-55 ゴールドビッグハンド 清水　煌介 恵那市立大井第二小学校 ３年

C-56 何がつれるかな楽しいちょきんばこ 東海林　優杜 美濃加茂市立太田小学校 ３年

C-57 Ｔシャツリメイクチェアカバー 日江井　彩美 美濃加茂市立蜂屋小学校 ３年

C-58 楽らく つげーる 加納　凛之介 土岐市立下石小学校 ３年

C-59 エコゴミばこ　～きれいな地球に～ 伊藤　叶翔 御嵩町立御嵩小学校 ３年

C-60 からくり時計第１号 川口　順誠 岐阜市立加納小学校 ４年

C-61 ビー玉ジェットコースター 森　康裕 岐阜市立加納小学校 ４年

C-62 卓上扇風機付き収納ケース 髙橋　啓介 岐阜市立則武小学校 ４年

C-63 自動車ペダルかくにんそうち 青山　颯馬 岐阜市立長森南小学校 ４年

C-64 回る、飛ぶ、はさまれるジェットコースター 杉山　采愛子 岐阜市立長森南小学校 ４年

C-65 どんな天気も関係ない 堀池　心粹 岐阜市立茜部小学校 ４年

C-66 ひと目でわかる水力発電装置 楳田　紘史 岐阜市立鶉小学校 ４年

C-67 わが家の防災地しん対さく 廣江　健汰 岐阜市立岩小学校 ４年

C-68 ぼくのそうじき 堀　葵 岐阜市立藍川小学校 ４年

C-69 水発生そう置 村田　創来 岐阜市立柳津小学校 ４年

C-70 光のたし算・ひき算２
ツー

小林　茂寛 瑞穂市立穂積小学校 ４年

C-71 トントンしみ取り機 馬場　美優 瑞穂市立牛牧小学校 ４年

C-72 わりばしピタゴラスイッチ 北浦　誠一郎 瑞穂市立南小学校 ４年

C-73 卓球マシン 山﨑　結和 瑞穂市立中小学校 ４年

C-74 プールせんたくおたすけマン 長　隆乃介 大垣市立南小学校 ４年

C-75 はみがきじょーず 柳瀬　奏太 大垣市立中川小学校 ４年

C-76 日なた　DE　自動水やり機 澤村　晃大 関ケ原町立関ケ原小学校 ４年

C-77 ロフろう 近藤　蒼士朗 大垣市立北小学校 ４年

C-78 運び屋おぼん 臼井　俊太朗 大垣市立南小学校 ４年
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C-79 手動半分機 hanbuun（はんぶ～ん） 安福　捷冴 大垣市立静里小学校 ４年

C-80 ワンタッチソックス 熊﨑　来海 高山市立新宮小学校 ４年

C-81 トイレの紙様 梶井　心結 高山市立東小学校 ４年

C-82 みんなで使おう！らくらく吸水機 髙田　龍之介 高山市立南小学校 ４年

C-83 エコクーラー 長瀨　ゆめじ 高山市立国府小学校 ４年

C-84 くつ下楽々はけーる！ 清水　優 高山市立新宮小学校 ４年

C-85 ながぐつかんそう台（パート２） 山腰　秋華 飛騨市立古川小学校 ４年

C-86 だれでもチョッキンばさみ 加藤　真姫 多治見市立精華小学校 ４年

C-87 おばあちゃんのおたすけチェア 木村　芽依花 多治見市立市之倉小学校 ４年

C-88 ヨゴレナーイ 土屋　花凛愛 関市立下有知小学校 ４年

C-89 電気レンジ 西尾　大和 中津川市立阿木小学校 ４年

C-90 水力ロボット フラナガン翼パトリック 中津川市立阿木小学校 ４年

C-91 らくらくハイザー（米） 藤吉　胡歩 美濃市立大矢田小学校 ４年

C-92 自分でお薬元気くん　１号・２号・３号 河合　慶悟 羽島市立中島小学校 ４年

C-93 おたすけ！草取り機パート２ 首藤　歩暉 羽島市立竹鼻小学校 ４年

C-94 五輪ごみばこ 奥田　結衣 恵那市立大井第二小学校 ４年

C-95 エア今（コン）！ 成瀬　煌之助 美濃加茂市立古井小学校 ４年

C-96 岐阜県１周パズルすごろく 後藤　健汰 美濃加茂市立蜂屋小学校 ４年

C-97 人体パズル 井亦　隼梧 美濃加茂市立加茂野小学校 ４年

C-98 ペットボトルのふた都道府県 深貝　和奏 美濃加茂市立加茂野小学校 ４年

C-99 クーリングキャップで暑い夏をのり切ろう‼ 太田　葵 各務原市立稲羽西小学校 ４年

C-100 エアーホッケ型貯金箱 𠮷原　幸亮 各務原市立八木山小学校 ４年

C-101 どく虫バスターズ 岩田　勇希 各務原市立鵜沼第一小学校 ４年

C-102 ティッシュ・ダストボックス 左髙　美羽 各務原市立蘇原第二小学校 ４年

C-103 さいくリング 萱野　凌空 各務原市立那加第一小学校 ４年

C-104 日本地図双六 山本　咲耶 可児市立今渡北小学校 ４年
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C-105 すっきリサイクルＢＯＸ 三輪　武史 郡上市立吉田小学校 ４年

C-106 うごくリフト 黒木　深央 郡上市立大和南小学校 ４年

C-107 「メガ」ネケース 水谷　宰埜 岐阜市立徹明さくら小学校 ５年

C-108 monestep モネステップ 髙垣　百音 岐阜市立鷺山小学校 ５年

C-109 足を使う電動車いす 山口　泰芽 岐阜市立常磐小学校 ５年

C-110 ペットボトルヘッドホン 髙橋　花菜 岐阜市立七郷小学校 ５年

C-111 ランドセル汗むれスルーパッド 片山　陽介 岐阜市立長良西小学校 ５年

C-112 砕米選別機 亀山　詩織 岐阜市立早田小学校 ５年

C-113 高齢者福祉の便利な道具 奥野　　真 岐阜市立長森西小学校 ５年

C-114 くるくるアニメ 日比　啓介 岐阜市立柳津小学校 ５年

C-115 水滴を吸い蒸発させる傘立て 有馬　里宮 大垣市立宇留生小学校 ５年

C-116 しまえるんです！！ 中川　莉愛 大垣市立中川小学校 ５年

C-117 ライスライダー 野村　陽向 大垣市立静里小学校 ５年

C-118 防災グッズスーパー１０（テン） 田近　樹希 高山市立北小学校 ５年

C-119 暑い夏 早く冷やそう缶ジュース 下方　天太朗 高山市立山王小学校 ５年

C-120 姉おこし（愛のチョップ） 船坂　泰生 高山市立国府小学校 ５年

C-121 らくらく食事セット 圓山　礼心 高山市立西小学校 ５年

C-122 水やり当番 田近　有希 高山市立北小学校 ５年

C-123 エコ生ごみかんそう機 宮嶋　大和 多治見市立小泉小学校 ５年

C-124 らくらくまごのて 續木　宏心朗 多治見市立小泉小学校 ５年

C-125 手ぶらumbrella 小池　咲代 多治見市立小泉小学校 ５年

C-126 生ごみホイポイ 山田　颯汰 関市立下有知小学校 ５年

C-127 なべしきはがして大変身!? 大野　真央 関市立富野小学校 ５年

C-128 ボクのゆめまくら　災害にそなえて 早川　健 中津川市立神坂小学校 ５年

C-129 防災カメさん 青木　愛華 瑞浪市立瑞浪小学校 ５年

C-130 水とう洗い機 勝　桔平 瑞浪市立陶小学校 ５年
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C-131 電動ピンチハンガー 宮川　侑大 羽島市立正木小学校 ５年

C-132 水やりきパート② 林　瑠花 美濃加茂市立太田小学校 ５年

C-133 なべつかみポケットエプロン 高橋　佳己 土岐市立泉小学校 ５年

C-134 だれでもできるたまご焼きメーカー 領木　乃愛 各務原市立那加第一小学校 ５年

C-135 コミュニケーションランドセルスタンド 小林　立人 各務原市立鵜沼第二小学校 ５年

C-136 ペットボトルで簡単風力発電 加藤　理子 各務原市立陵南小学校 ５年

C-137 手動遠心分り機（ぶんぶんゴマ） 藤田　愛梨 各務原市立蘇原第一小学校 ５年

C-138 光って安心！！戸じまり確認装置 池田　耕吾 各務原市立尾崎小学校 ５年

C-139 コンパクト！本型さいほうセット ゴドジャリ　花蓮 各務原市立鵜沼第三小学校 ５年

C-140 二進数そろばんビットくん 奥村　美咲 可児市立春里小学校 ５年

C-141 宅配ボックスをつくろう 菊池　隼矢 可児市立今渡北小学校 ５年

C-142 新三角定規 田中　暉人 可児市立桜ケ丘小学校 ５年

C-143 楽ラック 長谷川　素良 可児市立今渡北小学校 ５年

C-144 座れる買い物バッグ 益田　知佳 可児市立春里小学校 ５年

C-145 スクエアばさみ 河村　和翔 郡上市立三城小学校 ５年

C-146 階段をそうじするロボット 田中　颯 岐阜市立市橋小学校 ６年

C-147 スマホ充電用風力発電機 二村　紘生 岐阜市立市橋小学校 ６年

C-148 エコ　ジョーロ 杉山　碧 岐阜市立岩小学校 ６年

C-149 野菜の袋詰め作業カイゼン 廣江　奏汰 岐阜市立岩小学校 ６年

C-150 クールざぶとん開発 山本　蒼七 岐阜市立芥見小学校 ６年

C-151 エコ　クラッシュボックス 栗野　拓真 岐阜市立柳津小学校 ６年

C-152 せん風機首ふり機構 藤田　光喜 岐阜聖徳学園大学附属小学校 ６年

C-153 ぼくのプログラミング入門 関谷　颯一郎 瑞穂市立本田小学校 ６年

C-154 しゅうのう付きバッティングマシーン 古野　絢哉 瑞穂市立西小学校 ６年

C-155 月の満ち欠けハイパーマシン 堀　佑基 山県市立高富小学校 ６年

C-156 安全ダンボールカッター 今井　佑紀 大垣市立北小学校 ６年
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C-157 顔がひんやり冷風扇 東海　宏亮 大垣市立中川小学校 ６年

川瀨　寧々 ６年

川瀨　翼 ４年

C-159 おばあさんの散歩用ひよけ（おし車取り付け） 森本　暉絆 高山市立山王小学校 ６年

C-160 惑星の動き方 前多　萌結 高山市立東小学校 ６年

C-161 本好きのためのかばん 丸山　翠月 高山市立清見小学校 ６年

C-162 地域のための雨量センサー 河野　慧士郎 高山市立西小学校 ６年

C-163 ビヨーン（Ｂ４）と長さ（長３）調整テープカッター 梶井　大輝 高山市立東小学校 ６年

C-164 どこでもウォール 山下　祥輝 高山市立南小学校 ６年

C-165 部屋からラクチン　転がしてゴミ分別！ 今井　泉里 関市立富岡小学校 ６年

C-166 避難リュック 土屋　寿太朗 関市立旭ヶ丘小学校 ６年

C-167 おばあちゃん専用ラクラク万能！！テーブル 佐藤　新 中津川市立南小学校 ６年

C-168 車いす用キャリー 鈴木　柊満 中津川市立坂本小学校 ６年

C-169 風力を使った猿よけ装置 鷲見　謙一 美濃市立大矢田小学校 ６年

C-170 蛇口ノビール 小倉　妃生 瑞浪市立日吉小学校 ６年

C-171 Happy　Rainy　Day 築山　心緒 瑞浪市立陶小学校 ６年

C-172 カードキー付き引き出し 太田　裕人 羽島市立中島小学校 ６年

C-173 合体！杖ベラー 髙橋　陸仁 羽島市立中島小学校 ６年

C-174 空き缶分別ごみ箱 齊藤　陽菜 恵那市立長島小学校 ６年

C-175 米ぶくろで米（マイ）バッグ 永井　美鶴 恵那市立武並小学校 ６年

C-176 とげぬきルーペ　大好き 加納　慎太郎 土岐市立下石小学校 ６年

C-177 段差乗り越え機能付きキャスター 柳生　泰杜 土岐市立妻木小学校 ６年

C-178 あっしゅくん 水野　美優 土岐市立泉西小学校 ６年

C-179 牛乳楽君
らっくん

宮﨑　咲人 各務原市立蘇原第一小学校 ６年

C-180 ペットボトルつぶし機 加納　蒼大 各務原市立那加第一小学校 ６年

C-181 デスクのみかた　マルチクリーナー 神谷　大智 可児市立今渡北小学校 ６年

とめてやる！！まっすぐ白線シュート 大垣市立南小学校C-158



児童・生徒の作品の部

出品№ 作品の名称 氏名 学校名 学年

C-182 ＵＦＯクレーンゲーム 髙橋　勇羽人 郡上市立八幡小学校 ６年

C-183 ちりとりアタッチメント 坂井　洸太 岐阜市立東長良中学校 １年

C-184 めくれるまな板 大橋　実空 大垣市立赤坂中学校 １年

C-185 水筒ぴかぴかクリーナー 東海　祐輝 大垣市立星和中学校 １年

C-186 失敗しま栓！ 名和　陸杜 大垣市立興文中学校 １年

C-187 中身がはねないキャップ 小國　綾暉 大垣市立興文中学校 １年

C-188 Ｒ開発研究所（Ｓ） 船坂　紗矢 高山市立国府中学校 １年

C-189 めくれない！洗濯バサミと布団バサミ 小栗　寛大 多治見市立小泉中学校 １年

C-190 靴濡レイン 佐藤　陽斗 関市立富野中学校 １年

C-191 カーテンを閉めても風が通る 小関　由佳 関市立桜ヶ丘中学校 １年

C-192 自転車パンク時輸送装置 森川　竜汰 羽島市立桑原学園 ７年

C-193 一石二鳥自転車　For meringue~ 水野　祥亜 土岐市立駄知中学校 １年

C-194 寝冷え防止装置 杉本　幸太郎 可児市立東可児中学校 １年

C-195 折りたためる机 橋本　和真 御嵩町立向陽中学校 １年

C-196 動く点字つき調味料入れ 上田　悠雅 大垣市立赤坂中学校 ２年

C-197 ウイング式飾り棚 綱川　真実 大垣市立赤坂中学校 ２年

C-198 切りぬきばさみ 鬼頭　あい 高山市立宮中学校 ２年

C-199 簡単結束！新聞ラック 山下　蒼椎 関市立桜ヶ丘中学校 ２年

C-200 火災時に室内から開けられる格子柵 稲垣　龍樹 中津川市立坂本中学校 ２年

C-201 高齢者のための農機具転倒予防装置 田上　陽太 高山市立丹生川中学校 ３年

C-202 防災グッズを手作りしよう 熊崎　葵 中津川市立坂本中学校 ３年

C-203 ZIMOTO Search 久留　創 美濃加茂市立東中学校 ３年

C-204 踏み間違い防止クッション 林　ひなた 土岐市立泉中学校 ３年

C-205 トイレットペーパームダ使い防止ストッパー 安藤　耕平 土岐市立西陵中学校 ３年

C-206 子供の入院着 玉野　莉子 可児市立中部中学校 ３年

C-207 本棚 渡邉　恵太 可児市立蘇南中学校 ３年


