
 2020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 思いやり傘 土岐市立下石小学校 4 武藤　希来乃 C-104

発明協会会長奨励賞 傘畳み 瑞浪市立稲津小学校 4 高　新志 C-98

日本弁理士会会長奨励賞 風通しの良い帽子 大垣市立中川小学校 4 東海　翔大 C-89

岐阜県知事賞１ くつほしハンガー 岐阜市立長森北小学校 1 栃井　蓮斗 C-8

岐阜県知事賞２ おてつだいだいさくせん　いち・に・さん 御嵩町立伏見小学校 1 竹本　珠里 C-21

岐阜県議会議長賞 自動消毒そう置 岐阜市立西郷小学校 6 岩田　秀翔 C-137

岐阜県教育委員会賞 守っ手あげたい！ 高山市立国府小学校 6 船坂　泰生 C-147

岐阜県市長会長賞 我が家の手作り防災グッズ 岐阜市立岩小学校 5 廣江　健汰 C-111

（一社）岐阜県発明協会長賞１ おそうじらくらく　ビーバーくん 岐阜市立白山小学校 3 川村　有香 C-43

（一社）岐阜県発明協会長賞２ 明るさせんぷうき 岐阜市立加納西小学校 3 棚橋　彰大 C-46

（一社）岐阜県発明協会長賞３ おばあちゃんの草ぬきき 関市立博愛小学校 3 伊縫　尚正 C-65

（一社）岐阜県発明協会長賞４ 感せん防止のジョイントタオル 羽島市立竹鼻小学校 4 岩田　大地 C-100

（一社）岐阜県発明協会長賞５ だれでも　かんたんに　薬出せるよ‼ 土岐市立下石小学校 4 川本　翔弥 C-103

（一社）岐阜県発明協会長賞６ らくらく手おけ 岐阜市立長森西小学校 5 松田　拓生 C-113

（一社）岐阜県発明協会長賞７ メダカのえさやり機 瑞穂市立南小学校 5 田中　啓吾 C-114

（一社）岐阜県発明協会長賞８ 魔法の杖 高山市立新宮小学校 5 熊﨑　来海 C-122

（一社）岐阜県発明協会長賞９ エコバッグ De 感染予防 羽島市立竹鼻小学校 5 首藤　歩暉 C-129

（一社）岐阜県発明協会長賞１０ 自転車パンクサポーター 大垣市立小野小学校 6 杉本　泰晟 C-143

（一社）岐阜県発明協会長賞１１ 熱中症予防コースター 可児市立東可児中学校 2 杉本　幸太郎 C-173

（一社）岐阜県発明協会長賞１２ ひ孫の手 土岐市立土岐津中学校 3 桑　　萌夏 C-176

岐阜県町村会長賞 たしざんできるかな 岐阜市立三里小学校 1 服部　華愛 C-4

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 だいぎゃくてん！へんしんサイコロ 岐阜市立加納西小学校 1 五十嵐　栄多 C-5

岐阜県産業教育振興会長賞 ＬＥＤブラックホール 御嵩町立御嵩小学校 2 尾崎　太一 C-41

中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 自転車用の雨よけカバー 大垣市立星和中学校 1 東海　宏亮 C-160

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

受賞校

トーカイ賞１ 土岐市立下石小学校

トーカイ賞２ 瑞浪市立稲津小学校

＊トーカイ賞は、児童・生徒の作品の部において、「中部経済産業局長賞」及び「発明協会会長奨励賞」受賞者の在学校に
賞状・奨励金を贈呈いたします。
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花火がドン！元気がドン！コロナにま
けない

岐阜市立長良西小学校 2 石原　創 C-28

太陽系のわくせい 岐阜大学教育学部附属小中学校 2 佐藤　誠之介 C-32

雨ふりおしらせマシーン 岐阜大学教育学部附属小中学校 2 渡　　丞 C-33

早く中までかわく　くつかんそうき 関市立桜ヶ丘小学校 3 宮木　魁士 C-64

足ふみドリンクバー 可児市立今渡北小学校 3 島田　蒼惟 C-71

プログラムギター 岐阜市立徹明さくら小学校 4 堀江　康太 C-75

マイバスケットも入るエコバック 岐阜市立梅林小学校 4 定盛　雅子 C-76

偏光板の大迷宮 岐阜大学教育学部附属小中学校 4 齋藤　奏和 C-86

水に溶けるマスク 瑞浪市立土岐小学校 4 大蔦　望夢 C-97

マスク用洗濯ネット 多治見市立小泉小学校 5 村瀬　辰基 C-125

ジャンボタニシの罠 関市立旭ヶ丘小学校 5 栗山　知大 C-126

ういているように見えるいす 可児市立春里小学校 5 長澤　空璃 C-135

トマトのための自動水やり装置 瑞穂市立牛牧小学校 6 大橋　知輝 C-142

３つでしらせる目覚まし時計 多治見市立滝呂小学校 6 加藤　新 C-148

ビー玉コースター 羽島市立福寿小学校 6 淺井 那哉 C-151

オルガニート用共鳴箱+ 中津川市坂本中学校 1 鈴木　柊満 C-162

自転車用後方確認支援装置 土岐市立西陵中学校 1 柳生　泰杜 C-163

水空式空気清浄機 岐阜市立長良中学校 2 渡部　葵唯 C-168奨励賞１８
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ソーシャルディスタンス　プラネタリウ
ム

岐阜市立加納西小学校 2 中原　紬 C-23

毎日手洗い！かみせっけんカレンダー 岐阜市立柳津小学校 2 大滝　望生 C-31

カナヘビの体のぞうき 岐阜市立長良小学校 4 白木　綺華 C-77

ボトルストラップ 岐阜市立長森北小学校 4 栃井　佑太 C-78

足ふみしょうどくスプレー 岐阜大学教育学部附属小中学校 4 長尾　百莉 C-85

ダイヤル式　ハリセンボン貯金箱 美濃加茂市立伊深小学校 4 林　玲穏 C-102

密封ゴミ箱 大垣市立南小学校 5 長　清乃介 C-115

家族の空中マスクがけ 大垣市立東小学校 5 近藤　一毅 C-117

らくらくpushお助け機 羽島市立中島小学校 5 河合　慶悟 C-128

コロナ禍　with Pug 岐阜市立鏡島小学校 6 後藤　崚佑 C-138

手指消毒　ふんでクリ～ン 岐阜市立長良西小学校 6 片山　陽介 C-139

クラフト足踏み式　消毒液STAND 岐阜市立三輪南小学校 6 舩尾　凜音 C-140

楽に開ふうフラワー 関市立富野小学校 6 西部　祐希 C-149

ねこの楽しい食事時間 各務原市立鵜沼第三小学校 6 ゴドジャリ　花蓮 C-158

どこでも足踏みディスペンサー 郡上市立三城小学校 6 河村　和翔 C-159

紙パックカッター 関市立下有知中学校 2 後藤　遼大 C-171

ウィルス対策網戸ファン 高山市立宮中学校 3 鬼頭　あい C-174

１・２・３　step　マイバック 可児市立中部
チュウブ

中学校 3 廣中　佑衣 C-177
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