
 2022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 仕切りが自由自在！　本が倒れない本だな 関市立旭ヶ丘小学校 6 土屋　莉菜 148

発明協会会長奨励賞 自転車用アダプティブヘッドライト 土岐市立西陵中学校 3 柳生　泰杜 192

日本弁理士会会長奨励賞 かえるの木きん 岐阜市立三里小学校 3 服部　華愛 46

岐阜県知事賞１ 障がいのある子供達へのプレゼント 岐阜市立厚見小学校 5 林　瑠夏 109

岐阜県知事賞２ パチンとかんたん！うくスプーン 大垣市立宇留生小学校 2 粥川　みのり 24

岐阜県議会議長賞 雨から洗濯物を守るカバー 岐阜市立岩小学校 5 丹羽　愛莉 108

岐阜県教育委員会賞 清潔ペーパーキャッチャー 可児市立桜ケ丘小学校 4 杉本　幸穂 101

岐阜県市長会長賞 あみ戸から虫を入れさせない方法 岐阜市立西郷小学校 6 野々村　奏風 137

（一社）岐阜県発明協会長賞１ けんばんリコーダー 岐阜市立岐阜小学校 2 橋詰　真瑚 18

（一社）岐阜県発明協会長賞２ 食べごろがわかるカップラーメンのふた 岐阜市立市橋小学校 4 山口　裕大 75

（一社）岐阜県発明協会長賞３ シュッと密閉ダストボックス 多治見市立市之倉小学校 4 木村　颯佑 89

（一社）岐阜県発明協会長賞４ どこでも気化熱冷蔵庫 各務原市立那加第一小学校 5 蓑島　涼 129

（一社）岐阜県発明協会長賞５ ユニバーサル　UNO 大垣市立南小学校 6 中島　悠汰 141

（一社）岐阜県発明協会長賞６ Ｓｈｏｅ　Ｔａｋｅｒ（靴脱がせマシーン） 多治見市立池田小学校 6 ヴァンフェロー　美杏花 144

（一社）岐阜県発明協会長賞７ うっかり間違えない米びつ製作 中津川市立落合小学校 6 小川　颯介 150

（一社）岐阜県発明協会長賞８ テコで軽々アシスト棒 岐阜大学教育学部附属小中学校 6 長尾　百莉 165

（一社）岐阜県発明協会長賞９ 誰でも簡単！雑巾づくり名人
高山市立清見中学校
高山市立清見小学校

1
3

榮　夏蓮
榮　叶翔

169

（一社）岐阜県発明協会長賞１０ ポリ袋スライドキャッチャー 関市立下有知中学校 1 山田　虹大 170

（一社）岐阜県発明協会長賞１１ 欠席君 関ケ原町立関ケ原中学校 2 古山　芽吹 178

（一社）岐阜県発明協会長賞１２ push pull ハンガー 土岐市立西陵中学校 3 加納　慎太郎 191

岐阜県町村会長賞 ぼくのむしかごりゅっく 岐阜市立則武小学校 1 大槻　駿介 5

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 らくらくすいすいくさとりばこ 瑞浪市立釜戸小学校 5 酒井　逞 124

岐阜県産業教育振興会長賞 生活サポート機能付き万年カレンダー 中津川市立坂本中学校 3 鈴木　柊満 189

中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 水やりウォータースライダー 大垣市立小野小学校 5 河合　奏佑 115

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 関市立旭ヶ丘小学校

トーカイ賞２ 土岐市立西陵中学校

＊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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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

かさころがし 御嵩町立御嵩小学校 1 伊藤　博飛 14

プラトレイ・シュレッダー 岐阜市立岩野田小学校 3 浅野　叶花 49

どこでも取り出しボール入れ 大垣市立宇留生小学校 3 中村　有珠 53

ネクタイまきとりそうち 岐阜市立柳津小学校 4 大滝　望生 77

ロボットクリーナー（つくえの上） 多治見市立精華小学校 4 木野　まひろ 91

漢字勉強ゲーム 恵那市立大井第二小学校 4 清水　菜有 95

コイのだるまおとし式えさやり機 美濃加茂市立古井小学校 4 三好 琳陽奈 96

本がたおれにくい本だな 関市立武芸小学校 5 澤井　美駒 121

プログラミングで的当てゲーム 瑞浪市立日吉小学校 5 各務　慧亮 123

災害時　いすがトイレに大変身 岐阜市立加納西小学校 6 伊豆　結翔 135

二けたかけ算計算機 大垣市立東小学校 6 串戸　達哉 140

楽プッシュ 瑞浪市立日吉小学校 6 小倉　絆生 152

部屋明るくなる君 瑞浪市立日吉小学校 6 渡邉　真央 153

もうよごれない！勉強用サンダル 羽島市立中央小学校 6 河合　統星 155

２WAY カゴ in かご ～便利な買い物カゴ～ 関市立桜ヶ丘中学校 2 桑畑　こはね 181

お薬プチッと５ 関市立富野中学校 2 大野　真央 182

MESHを使って生活を便利に 川辺町立川辺中学校 2 馬場 貴大 185

シワ無しハンガー 郡上市立郡南中学校 2 河村　和翔 186

お風呂で濡れない！天井お掃除らくらく傘 関市立旭ヶ丘中学校 3 土屋　紗菜 188

粉薬が苦手な人の為の補助具 岐阜県立多治見北高等学校 2 藤　遥果 193奨励賞２０

奨励賞１７

奨励賞１９

奨励賞１１

奨励賞１２

奨励賞１３

奨励賞１４

奨励賞１５

奨励賞１６

奨励賞６

奨励賞７

奨励賞８

奨励賞９

奨励賞１８

奨励賞１０

奨励賞１

奨励賞２

奨励賞３

奨励賞４

奨励賞５
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くるくるはなび 岐阜市立茜部小学校 1 矢橋　洸史朗 7

べんりちりとり１ごう・２ごう 土岐市立泉小学校 1 井上　真那 13

ティッシュ切れたらおしえてチョウ 岐阜市立茜部小学校 2 遠藤　真奈 22

じゅんびノートお知らせばこ 大垣市立小野小学校 2 木村　優珠 27

めざましドラゴン 瑞浪市立土岐小学校 2 細谷　然 36

NUKA DAN（ぬかだん）
～ぬかとろうで作ったちゃっ火ざい～

可児市立今渡北小学校 2 橋本　みなみ 40

ストップ家てい内感せん　ハブラシスタンド 岐阜市立白山小学校 3 山口　響士 45

手ブラでアンブレラ（ランドセルせん用） 大垣市立日新小学校 3 澤　広人 51

汚れた筆を洗面台汚さず洗えるよ 大垣市立中川小学校 3 東海　凛子 56

くるくるだいこんおろしき 大垣市立小野小学校 3 山﨑　結翔 57

太陽の光を使った扇風機付きエコ日傘 美濃市立藍見小学校 3 藤田　朋花 60

快適！ぼくのカナヘビ小屋 土岐市立泉小学校 4 井上　耕助 98

雨がさがマイナス5℃！ 土岐市立下石小学校 4 武藤　翔来 99

ペットボトルプレス 岐阜市立方県小学校 5 西口　大智 106

さんすうせっとの第二の人生 岐阜市立厚見小学校 5 吉村　綾華 110

夜も安全！ピカピカコンパス 瑞穂市立本田小学校 5 淺野　薫平 112

大切なふるさとの四季 関ケ原町立関ケ原小学校 5 古山　穂高 117

まほうのがくふ 高山市立北小学校 5 谷口　心絆 118

ペンちゃんのお散歩そうじ機 多治見市立精華小学校 5 鈴木　千智 120

水やり機 可児市立今渡北小学校 5 菊池　陽登 130

マジックハンガー 大垣市立宇留生小学校 6 近藤　羚央 142

カバーなくさな in ブレラ 関市立旭ヶ丘小学校 6 勝田　虎太郎 149

時限おやつ装置 中津川市立東小学校 6 金谷　心晴 151

猫の手も借りたい　マスクキャッチャー 土岐市立下石小学校 6 加納  征之介 160

詰め替えラクラク片手でプッシュ 大垣市立南中学校 1 長　清乃介 167

ジャンボタニシの卵の捕獲機 関市立旭ヶ丘中学校 1 栗山　知大 171

猫背防止傾斜台 岐阜市立陽南中学校 2 大西　奏佑 175

高齢者用のスプーン 大垣市立江並中学校 2 藤野　夏稟 177

害獣忌避装置 瑞浪市立瑞浪北中学校 2 各務　蒼輝 184

背負い型エアタンク 中津川市立第一中学校 3 前平　彩翔 190
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努力賞１
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