
（公財）新技術開発財団

第2１回 市村アイデアサークル賞　（平成２年１０月２６日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

佐々木　繁

河崎　憲介

伊藤　孝行

朝日新聞社賞 斎藤　梢 便利なマヨネーズ容器 小６ 福島県 保原町立大田小学校

朝日小学生新聞賞 別府　紘子 シャンプーキャップ 小３ 埼玉県 川口市少年少女発明クラブ

朝日中学生ウイークリー賞 上野　義弘 便利なテープカッター 中３ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

八重樫　さおり らくらくほうたい 小２ 東京都 星美学園小学校

村上　千絵 サイコロインサイコロ 小５ 茨城県 石岡少年少女発明クラブ

宮本　ゆみ子 蟻予防犬用食器 中１ 静岡県 浜松市立湖東中学校

中西　雄飛 紙飛行きはっしゃ台 小３ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

伊藤　基泰 つくしのはかまとりき 小２ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

橘　真一郎 コンセントゴムキャップ 小６ 富山県 高岡市立二塚小学校

山崎　久子 麦茶ポット 小５ 東京都 星美学園小学校

渡部　真二 ルーペ付きえんぴつ 小５ 福島県 喜多方市立第二小学校

寺尾　美香 真夏の夜の夢 小５ 茨城県 石岡少年少女発明クラブ

小松崎　祐美 真夏の夜の夢 小５ 茨城県 石岡少年少女発明クラブ

富田　太郎 土ほれ防止カバー 小５ 愛媛県 松山市立湯築小学校

松本　洋 くずがたまるかん 小５ 愛媛県 松山市立湯築小学校

板本　真理子 本めくり指輪 小５ 愛媛県 松山市立湯築小学校

三好　由利菜 節約スポンジ入りずみ 小５ 愛媛県 松山市立湯築小学校

神田　秀樹 ゴミぬきポンプ 中２ 栃木県 南那須町立下江川中学校

仲野谷　厚子 画びょうの改良 中２ 栃木県 馬頭町立馬頭中学校

藤井　賢二 かんたんプラグ 中３ 愛知県 岡崎市立城北中学校

石原　美希 傘立て 中３ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

佐藤　裕美 大きさ色々鍋敷き 中１ 愛知県 刈谷市立朝日中学校

学校賞 愛媛県 松山市立湯築小学校

名古屋市立萩山中学校

賞　　名

優秀賞

努力賞

ＯＨＰ（オーバー・ヘッド・プロジェクター）を使ったプラネタリウム 中３ 愛知県最優秀賞
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（公財）新技術開発財団

第22回 市村アイデアサークル賞　（平成３年１１月１日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 深谷　早紀 うきしずみ親子ガエル 小５ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

朝日新聞社賞 ■原　温志 木を切る風見木こり 小３ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

朝日小学生新聞賞 菊地　佳代 メガカの性別調べ器 小５ 新潟県 相川町立金泉小学校

吉永　正和

松本　宣久

久保田　彩 めいろシャワー 小２ 埼玉県 川越市立川越西小学校

箭内　利加 小犬用シャンプーハンモック 小５ 東京都 星美学園小学校

鎌野　直人 めもり付きのドリルの刃 中３ 香川県 高松市立古高松中学校

水口　あき あくびをするわに 小２ 富山県 富山市立西田地方小学校

つのだ　まな こぼれないふたつきうつわ 小１ 東京都 星美学園小学校

平岡　加奈子 かあさんおかたをたたきましょ 小２ 愛媛県 松山市立湯築小学校

中井　雅子 小とりのふうこうふうりょくけい 小２ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

飯田　英邦 ゴムを利用したどぶそうじ器 小６ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

上林　佑輔 簡単気圧はかりき 小５ 愛媛県 松山市立桑原小学校

加藤　陽子 もちはこびらくらく足のうらもみ 小４ 東京都 星美学園小学校

寺尾　賢 つい立て式植木ばちスタンド 小４ 茨城県 石岡市立東小学校

寺尾　治 つい立て式植木ばちスタンド 小４ 茨城県 石岡市立東小学校

村上　千絵 上下のわかるカギ 小６ 茨城県 石岡市立東小学校

石本　華江 三段つり皮 小６ 愛媛県 松山市立湯築小学校

猪谷　直弘 安全ブレーキ 中２ 香川県 高松市立古高松中学校

奥寺　由里江 みーつけた！！ 中１ 愛知県 豊橋市立牟呂中学校

畠山　英之 チャイルド用カードたて 中２ 静岡県 富士市立須津中学校

角岡　耕介 小指ガード 中３ 愛知県 刈谷市立朝日中学校

永井　綾子 切りかえじょうろ 中３ 愛知県 幸田町立幸田中学校

学校賞 茨城県 石岡市立東小学校

賞　　名

努力賞

朝日中学生ウイークリー賞 らくらくペーパー取りかえ機 中２ 愛知県 刈谷市立朝日中学校

優秀賞
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（公財）新技術開発財団

第23回 市村アイデアサークル賞　（平成４年１０月３０日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

朝日新聞社賞 寺山　久紀 半田吸収ゴテ 中２ 石川県 金沢市立野田中学校

朝日小学生新聞賞 佐々木　良仁 たまらないとあかないちょ金ばこ 小２ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

清水　靖彦

伊藤　猛政

山上　誠太 金魚の水かえをかんたんにするしくみ 小３ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

瀬尾　由美子

塚本　絵美

安藤　俊雄 風呂水位報知器 中３ 愛知県 飯古屋市立萩山中学校

有原　忍市 回るテープカッター 中２ 香川県 高松市立古高松中学校

葉山　潤 鳥げきたいロボット 小３ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

白方　裕子 お食事バック 小３ 愛媛県 松山市立高浜小学校

相場　雅司 ゴミとりカー 小４ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

川﨑　理絵 水てきの付かない魔法のコップ 小５ 東京都 昭和女子大学附属昭和小学校

今瀬　聖実 三角絵巻き 小６ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

大塚　翔 プラスチックごみあつめる船 小５ 愛媛県 松山市立北久米小学校

高橋　明子 堀利なビデオテープ立て 小６ 茨城県 阿見町立君原小学校

伊藤　聖人 発芽実験装置 小５ 愛知県 愛知県立名古屋盲学校

佐佐木　頼綱 チェリー種抜き鋏 中１ （海外）オランダ　日本人学校

貝吹　康浩 風が吹いても消えないローソク立て 中１ 愛知県 幸田町立幸田中学校

近藤　祐子 トイレットペーパーホルダー 中３ 愛知県 岡崎市立城北中学校

牛院　寛次郎 人工知能による自動車用バンパーを中心とした安全システム 中３ 栃木県 市貝町立市貝中学校

並木　智哉 ローリングセロテープ 中２ 埼玉県 宮代町立前原中学校

河村　友里 尾をつまむとにげ出すタヌキ 中１ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

三浦　竜太 ２本の糸から１本の糸へ 中３ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

賞　　名

優秀賞

朝日中学生ウイークリー賞 ポップコーン電気スタンド 中３ 愛知県 名古屋市立萩山中学校

ライン引き石灰カートリッジ 小６ 茨城県 阿見町立君原小学校

努力賞

3 ページ



（公財）新技術開発財団

第24回 市村アイデアサークル賞　（平成５年１０月２９日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

竿留　啓朗

細田　勇人

朝日新聞社賞 田中　章愛 花の自動水やりシステム 小６ 長崎県 佐世保市児童文化館

朝日小学生新聞賞 沢辺　祐美子 花の記録プレート 小５ 茨城県 石岡市立東小学校

朝日中学生ウイークリー賞 矢幡　洋 使いすてカメラ再利用ストロボａｎｄけい光灯 中３ 神奈川県 厚木市立森の里中学校

高橋　真梨 雨ふり予ほうガエル 小３ 山形県 天童市立天童中部小学校

中村　真主美 水・熱センサーつきのふろせんとサーモＵＦＯ 小６ 愛媛県 今治市少年少女発明クラブ

岡本　美紀 津波発生実験装置 中３ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

鈴木　綾子 おもしろちょ金ばこ 小３ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

福田　憲人 らくらくだいしゃ 小１ 茨城県 石岡市立東小学校

福田　和紘 らくらくだいしゃ 小１ 茨城県 石岡市立東小学校

飯田　春菜 よごれないけいといれ 小１ 茨城県 石岡市立東小学校

塚本　博子 くわけつきあきかんつぶしき 小３ 愛知県 刈谷市立富士松南小学校

加藤　理紗 ヘアーキャップしきかんそうき 小３ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

関根　惇 お習字作品かわかし上手 小３ 東京都 星美学園小学校

桑原　裕美子 しょうがい者のためのつめ切り台 小３ 東京都 昭和女子大学附属昭和小学校

渡辺　成亮 ホースホルダー 小６ 茨城県 阿見町立君原小学校

近藤　総一 ラップ取り出しぼう 小６ 愛媛県 松山市立湯築小学校

釜田　純子 こおりのストロー 中２ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

金森　栄子 軽くて丈夫な構造の研究 中１ 愛知県 岡崎市立城北中学校

山田　博久 走行時の風を利用した雨滴除去サイドミラー 中２ 愛知県 刈谷市立朝日中学校

友原　裕美 便利な段のぼり 中３ 愛知県 刈谷市立朝日中学校

宮川　正大 リハビリ用ハンドグリッパー 中２ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

野々山　みゆき 風が吹いても大丈夫！ 中３ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

山﨑　温子 長期外出も安心水やり機 中２ 愛知県 幸田町立幸田中学校

学校賞 愛知県 刈谷市立富士松中学校

賞　　名

最優秀賞 おばあちゃんの薬箱 小６ 茨城県 阿見町立君原小学校

優秀賞

努力賞
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（公財）新技術開発財団

第25回 市村アイデアサークル賞　（平成６年１０月２８日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 三浦　寿子 不思議なまるいサイコロ 中３ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

朝日新聞社賞 森宮　頌詠 光る魚 小３ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

朝日小学生新聞賞 澤　和秀 環境に優しい油と水分別システム 小６ 愛知県 豊田少年少女発明クラブ

朝日中学生ウイークリー賞 桐山　剛 トイレの電灯消され防止センサー 中１ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

瀬尾　美香 コップはこび機 小３ 茨城県 阿見町立君原小学校

森野辺　悦子 わくわくすいぞくかん 小１ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

戸田　陽子 引き出し簡単 中３ 茨城県 石岡市立国府中学校

舘野　佳子 スズランテープカッター 小３ 茨城県 阿見町立君原小学校

神谷　朱 おどるがいこつくん 小３ 愛知県 刈谷市立富士松南小学校

匂坂　健太郎 ペットボトルのせん水かん 小３ 青森県 弘前市少年少女発明クラブ

田島　めぐみ ぎりがにとりめいじん 小２ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

渡辺　真利恵 回転反しゃ灯 小５ 福島県 古殿町立田口小学校

岡田　美智子 魚にやさしいフイッシュキャッチャー 小５ 茨城県 石岡少年少女発明クラブ

岩村　可奈子 きえないろうそく 小５ 長崎県 佐世保市児童文化館

佐藤　裕朗 ＧＯＡＬはもうすぐ貯金箱 小４ 東京都 星美学園

瀧平　綾乃 小６

村松　衛 小５

小関　七七海 小５

濱野　惇 小５

山上　誠太 小５

鈴木　啓介 なめくじ退治用植木鉢 小５ 愛媛県 松山市立湯築小学校

浅井　睦正 モグダス 小４ 東京都 昭和女子大学附属昭和小学校

葛岡　絵美子 小さな種子が上手にまけるセット 中２ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

安原　浩司 どこでも測定器 中１ 埼玉県 越谷市立新栄中学校

松木　佐知 ヘアドライヤー熱気球 中２ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

竹内　詠子 おさるの封書ばかり 中１ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

近藤　恵 自動エサやり器 中３ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

学校賞 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

千葉都市モノレール「タウンライナー」 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

努力賞

優秀賞

賞　　名
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（公財）新技術開発財団

第26回 市村アイデアサークル賞　（平成７年１０月２７日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 牧野　豊光 ５秒で計算 中３ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

朝日新聞社賞 深澤　龍一郎 電磁誘導実験装置 小６ 東京都 大田区立馬込小学校

朝日小学生新聞賞 川﨑　智子 らくらく水中散歩 小５ 東京都 昭和女子大学附属昭和小学校

朝日中学生ウイークリー賞 早川　亮太 電気伝言板 中１ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

佐藤　誠洋 水スイ生きイキ館 小３ 青森県 弘前市少年少女発明クラブ

石田　祥子 バナナをとるさるのちょ金ばこ 小３ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

住吉　里紗 滑車付き芝刈りばさみ 中１ 神奈川 三浦市立上原中学校

遠西　寿子 色が変わる壁かけ 中３ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

福田　憲人

福田　和紘

原田　陵太 けんわっか 小１ 愛知県 西尾市立寺津小学校

上沼　雄太郎 カブト虫来い来い 小３ 愛知県 星美学園小学校

鈴木　芽衣 ねこののみとりブラシ 小３ 東京都 星美学園小学校

福田　汐里 メダカには、どんなくせがあるか 小４ 青森県 弘前市少年少女発明クラブ

森宮　頌詠 風の通り道 小４ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

越智　申久 初心者向けの将ぎごま 小６ 愛媛県 今治市少年少女発明クラブ

吉沼　枝里子 中心を求める定規 小６ 茨城県 石岡市立府中小学校

芳賀　美穂 風ちょうさ風鈴 小４ 青森県 弘前市立弥生小学校

高橋　剣 うきふで 小６ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

中　香里 とうもろこしボロリン！ 小４ 東京都 星美学園小学校

土居　知也 「ローマ字はや覚えのれん」 小４ 愛媛県 松山市立湯築小学校

悌　賢一郎 片付け簡単囲碁セット 中３ 東京都 独協中学校

磯村　将志 常時半分測定機 中２ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

中井　明世 アルミ岳ＢＯＸ 中３ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

近藤　恒平 ホッチキスのしんきれいにかんたんとりき 中２ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

金森　慎也 地球儀時計 中１ 愛知県 幸田町立幸田中学校

最優秀学校賞 愛知県 刈谷市立富士松中学校

優秀学校賞 愛知県 刈谷市立亀城小学校

優秀学校賞 愛知県 西尾市立寺津小学校

奨励賞 青森県 弘前市立東中学校

ごみおき車のり・かず号

賞　　名

茨城県小３ 石岡市立東小学校

最秀賞

努力賞
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（公財）新技術開発財団

第27回 市村アイデア賞　（平成８年１１月１日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 石田　優 盲人用上皿てんびん 小４ 愛知県 県立名古屋盲学校

朝日新聞社賞 竹下　千絵 デジタル式日時計 中２ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

朝日小学生新聞賞 匂坂　健太郎 リンリン楽しい天気予報 小５ 青森県 弘前市少年少女発明クラブ

朝日中学生ウイークリー賞 酒井　健輔 重りでめくる譜面台 中１ 愛知県 刈谷市立雁が音中学校

柳生　優樹 うきわ式発芽装置 小５ 茨城県 阿見町立舟島小学校

小野　悟 虫とりくん 小６ 福島県 会津若松市立城西小学校

沼倉　啓 しんどうそうじ機 中２ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

佐藤　誠剛 小６

佐藤　誠洋 小４

末田　豊 油スイトール君 中２ 愛知県 名古屋市立豊正中学校

青木　由 ハムスターの家 小３ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

中根　亜里沙 おもしろサングラス 小２ 茨城県 石岡市立東小学校

澤田　佳佑 はなび 小１ 愛知県 刈谷市立富士松南小学校

中原　美咲 ブーメラン 小２ 愛知県 西尾市立寺津小学校

加藤　貴雅 うえきばちようじどう水やりき 小２ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

浅岡　愛莉奈 うく水ぎ 小２ 青森県 弘前市立致遠小学校

松林　真理 ふん水ボール 小２ 青森県 弘前市立弥生小学校

森宮　頌詠 ホーバーホスピタル 小５ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

次富　亮輔 プリント・ファイル 小６ 佐賀県 小城町立岩松小学校

﨑村　尚之 ア岳（あかん） 小６ 長崎県 佐世保市児童文化館

西川　直毅 魔球 小６ 青森県 弘前市立致遠小学校

佐藤　麻衣子 べんりな花ビン 小６ 青森県 弘前市立弥生小学校

最所　明菜 けんこうげんかんマット 小４ 佐賀県 北茂安町立北茂安小学校

加藤　理紗 どこでも万能水やり器 小６ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

加藤　耕佑 アイ種 中３ 香川県 高松市立紫雲中学校

坂本　真子 買い物袋転倒防止器具 中３ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

左右田　英気 金魚用えさやり機（完成版） 中３ 愛知県 幸田町立幸田中学校

加藤　亜紗里 網ズボン 中２ 静岡県 浜松市立湖東中学校

中島　洋子 おばけの活動写真 中１ 愛知県 刈谷市立雁が音中学校

菊池　陽子 ｂｏｏｋクリップ 中１ 栃木県 馬頭町立馬頭東中学校

最優秀学校賞 愛知県 刈谷市立雁が音中学校

優秀学校賞 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

優秀学校賞 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

奨励賞 佐賀県 北茂安町立北茂安小学校

賞　　名

優秀賞

さかなのおまわりさん 弘前市少年少女発明クラブ青森県

かんきょう賞

努力賞
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（公財）新技術開発財団

第28回 市村アイデア賞　（平成９年１０月３１日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 酒井　教博 あめんぼプカプカ 小５ 愛知県 刈谷市立富士松南小学校

朝日新聞社賞 正木　千智 水はかり 中１ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

朝日小学生新聞賞 塚本　裕昌 耳で聞くめいろ 小２ 愛知県 刈谷市立富士松南小学校

朝日中学生ウイークリー賞 藤原　義人 びっくりトマス紙 中２ 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校

横山　美帆 ぼんおどり 小３ 愛知県 刈谷市立富士松南小学校

村上　麻美 フーフーわんちゃん 小２ 神奈川 相模原市立若松小学校

齊藤　恵里香 とれるアルバム 小４ 青森県 弘前市立弥生小学校

須藤　有喜子 あき岳自動販売機 小６ 青森県 弘前市立松原小学校

澤　和秀 再利用ストロボ式安心見張り看板 中３ 愛知県 岡崎市立新香山中学校

伊藤　基泰 満潮干潮を利用した河の濾過器 中３ 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

中村　亜衣

田中　亜孤

藤田　太陽 トリケラバンク 小３ 青森県 弘前市立致遠小学校

加賀　莉彩 じどうゆりかご 小３ 青森県 弘前市立致遠小学校

丑丸　秀 はなれないとゲームができんゾー 小２ 東京都 星美学園小学校

西林　奈保 自どううちわ 小２ 東京都 星美学園小学校

工藤　愛美 回る、ブランコ 小２ 青森県 弘前市立城東小学校

松尾　辰則 風力シャボン玉 小３ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

石戸谷　行人 いつでもすいすい 小６ 青森県 刈谷市立致遠小学校

斉藤　幸子 潮吹き水族館 小６ 青森県 刈谷市立致遠小学校

一條　のはら ママもらくらくゆでゆで作戦！ 小４ 東京都 星美学園小学校

村上　由香 その場で一輪車 小４ 東京都 星美学園小学校

匂坂　健太郎 地しんお知らせ器 小６ 青森県 弘前市少年少女発明クラブ

水尻　毅 簡単ロック 小５ 青森県 弘前市立松原小学校

榊原　恵 ボクシングゲーム 小５ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

渡辺　知弘 簡単輪ゴム取り 小６ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

沼倉　啓 振動掃除機改良型 中３ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

佐藤　美緒 のばして取ってクルクルローラー 中２ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

柘植　尚志 二階建て水槽 中３ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

近藤　大喜 夏の風物詩 中３ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

岡本　真由子 灯油量自動調節台 中２ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

中井　雅子 絶対洗える洗浄器 中２ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

尾崎　真里子 ワンタッチカバー 中３ 愛知県 幸田町立北部中学校

岡本　卓也 自動金魚えさやり機 中３ 神奈川 三浦市立上原中学校

住吉　里紗 万能どこでも杭 中３ 神奈川 三浦市立上原中学校

最優秀学校賞 青森県 弘前市立致遠小学校

優秀学校賞 愛知県 刈谷市立富士松南小学校

優秀学校賞 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

奨励賞 福島県 白沢村立和田小学校

奨励賞 佐賀県 佐賀市立本庄小学校

奨励賞 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

賞　　名

連続空気鉄砲（盲弱用） 小３ 愛知県 愛知県立名古屋盲学校

優秀賞

かんきょう賞

努力賞
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（公財）新技術開発財団

第29回 市村アイデア賞　（平成１０年１１月１３日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 蓬田　浩子 材質判別器 中２ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

朝日新聞社賞 吉村　直也 水中イライラゲーム 小１ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

朝日小学生新聞賞 川越　由貴 雲の天気図 小３ 青森県 弘前市立致遠小学校

朝日中学生ウイークリー賞 岡　杏菜 ローソクゆらゆらシュラシュシュシュ！ 中３ 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校

飯野　慶彦 △のけん玉 小３ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

白石　拓真 玉時計 小３ 青森県 弘前市立松原小学校

永井　利奈 足ぶみ楽ふめくり 小５ 愛媛県 今治市少年少女発明クラブ

伊藤　駿介 ソーラー水やりき 小３ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

本村　優香 優ちゃんの楽らく！楽らく！遊わっく（湯ー沸っく） 小５ 佐賀県 川副町立中川副小学校

眞壁　信幸 自動水あげき 中３ 愛知県 岡崎市立城北中学校

内藤　順孝 パッチン本ばこ 小３ 山口県 山口市少年少女発明クラブ

土谷　栄華 立つせんたくかご 小１ 青森県 弘前市立致遠小学校

平沢　陽子 お手紙雨よけ 小３ 青森県 弘前市立致遠小学校

斉藤　聡志 あわふきがに 小３ 茨城県 牛久市立向台小学校

石田　徹 ボーリング 小３ 青森県 弘前市立弥生小学校

杉山　由夏 わにさんのあくび 小１ 愛知県 刈谷市立富士松南小学校

清藤　美香 もりのちょきんばこ 小１ 青森県 弘前市立松原小学校

谷　建吾 コンパスズレぼうしボード 小３ 青森県 弘前市立松原小学校

近本　光里 ひっつきにくいラップ取り 小５ 愛媛県 今治市少年少女発明クラブ

岩城　慶大 ビー玉ジェットコースター 小４ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

松本　望

内藤　匡宣

濱野　卓

高坂　つむぎ 夢の中からこんにちは 小６ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

榊原　恵 リサイクル肺活量測定機 小６ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

久保　■利香 お金を運ぶカニー！ 小５ 愛知県 刈谷市立住吉小学校

梅村　鉄矢 ムカデロボット 小６ 愛知県 刈谷市立朝日小学校

近藤　広隆 手のリハビリ用マリオネット 中２ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

柳原　志帆 コップでオルゴール 中２ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

石川　真吾 スダレ君１号 中３ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

宮山　優 パチパチしゃぼん玉 中１ 佐賀県 佐賀市少年少女発明クラブ

風間　春香 錠剤とりだし器 中１ 静岡県 富士市立富士南中学校

倉田　慎也 風力・風向計 中３ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

加藤　秀隆 ゴールデン測距器 中２ 愛知県 刈谷市立雁が音中学校

野村　真里 水カンリンバ 中２ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

戸田　泰雅 噴水付水時計 中２ 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

立野　美佳 盲人用オセロゲーム 中３ 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

最優秀学校賞 青森県 弘前市立致遠小学校

優秀学校賞 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

優秀学校賞 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校

奨励賞 青森県 弘前市立松原小学校

奨励賞 神奈川県 寒川町立旭が丘中学校

奨励賞 愛知県 幸田町立幸田中学校

奨励賞 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

世界のアクアライン 小６ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

賞　　名

優秀賞

かんきょう賞

努力賞
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（公財）新技術開発財団

第30回 市村アイデア賞　（平成１１年１１月１２日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 三浦　千怜 ピッタリ君 小５ 福島県 福島大学教育学部附属小学校

朝日新聞社賞 深澤　智明 立体メビウスの不思議 中３ 東京都 大田区立貝塚中学校

朝日小学校新聞賞 福田　昇太 プール温度計 小６ 茨城県 阿見町立阿見第一小学校

朝日小学校新聞賞 高野　功 プール温度計 小６ 茨城県 阿見町立阿見第一小学校

朝日中学生ウイークリー賞 後藤　祐貴 円盤制御自動車 中３ 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

石橋　賢嘉 かくれるしんごうき 小３ 茨城県 石岡市立東小学校

井出　克志 落ちても絶対安全画びょう 小６ 愛媛県 今治市少年少女発明クラブ

問屋　由香里 新・自動えさやり機 中２ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

宮内　空野 シンプルヘリコプター 中２ 岡山県 岡山大学教育学部中学校

佐々木　純美 さわやか温度計 小４ 青森県 弘前市立松原小学校

長内　美樹 自然に戻る「とうろう」 中３ 青森県 弘前市立裾野中学校

竹田　早織 ジェットストロー 中３ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

ぞ原　惇滉 しんか 小１ 愛知県 刈谷市立住吉小学校

泉田　宏輝 はちのすしゃぼんだま 小１ 青森県 弘前市立弥生小学校

斉藤　麻美 おやすみふうりん 小１ 青森県 弘前市立弥生小学校

山中　梓

稲葉　涼

中根　沙織

竹田　真之介 乗せてもつり下げてもはかれるはかり 小４ 愛媛県 今治市少年少女発明クラブ

永井　利奈 リズミカルな楽ふめくり 小６ 愛媛県 今治市少年少女発明クラブ

浜田　京子 水そうの水とり出し器 小５ 茨城県 阿見町立阿見第一小学校

広江　瞳 水そうの水とり出し器 小５ 茨城県 阿見町立阿見第一小学校

塚原　千晶 かんたん布団カバー 小６ 茨城県 阿見町立阿見第一小学校

松林　真理 おもしろふうりん 小５ 青森県 弘前市立弥生小学校

中村　亜衣 小５

高田　主税 小６

井之口　愛 小６

磯野　孝一 小４

稲葉　涼 小３

山中　梓 小３

三村　峻央 足の健康君 小５ 新潟県 新潟市少年少女発明クラブ

山田　雅丈 うらおもて型紙ぴったし君 小５ 新潟県 新潟市少年少女発明クラブ

尾崎　清花 伸縮連結式万能ものさし 小５ 東京都 星美学園小学校

西畑　陽一 万能選別器 小５ 宮崎県 都城少年少女発明クラブ

東山　典正 バブル・マシンガン 中３ 愛知県 名古屋市立豊正中学校

稲吉　由美恵 数字ひょうじソロバン 中１ 愛知県 幸田町立北部中学校

宍戸　陽子 カレンダーつき貯金箱 中１ 愛知県 幡豆町立幡豆中学校

杉浦　賢隆 段階を登る６輪車（６ＷＤ） 中３ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

酒井　拓 コンセントなしかとり 中１ 愛知県 刈谷市立雁が音中学校

大原　達也 視覚障害者用時計“タッチタイム” 中３ 愛知県 刈谷市立雁が音中学校

久永　早織 やじろべえ温度計 中１ 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

早川　亜衣子 ペチャンコでポイ 中２ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

神谷　友梨子 シニア時計レンズ 中３ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

古我　憲一 一番よく飛ぶペットボトルロケットの水の量を計る機械 中１ 福岡県 北九州市立本城中学校

秋田　章裕 携帯電話用、シルバーケース 中３ 神奈川県 寒川町立旭が丘中学校

最優秀学校賞 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

愛知県 刈谷市立依佐美中学校

岡山県 岡山大学教育学部附属中学校

千葉県 千葉市立幕張西中学校

愛知県 知立市立知立南中学校

愛知県 幡豆町立幡豆中学校

愛知県 刈谷市立雁が音中学校

愛知県立名古屋盲学校

優秀学校賞

奨励賞

賞　　名

かんきょう賞

努力賞

優秀賞

愛知県 愛知県立名古屋盲学校あげはちょうを見るぞ！！

水てっぽうでまとをたおせ 小３ 愛知県
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（公財）新技術開発財団

第31回 市村アイデア賞　（平成１２年１１月１０日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

科学技術庁長官奨励賞 秋葉　有紀 モーターのしくみ早わかりそうち 小４ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

朝日新聞社賞 池本　珠莉 パックとストローが一枚の紙で！ 中１ 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校

朝日小学生新聞賞 尾崎　清花 初心者用分数計算器 小６ 東京都 星美学園小学校

朝日中学生ウイークリー賞 平松　宏介 太陽熱式ビー玉車 中３ 大阪府 大阪教育大学附属平野中学校

平田　翔太郎 びっくりおばけ 小３ 愛知県 刈谷市立日高小学校

岡■　亮 すいとりハタキ 小６ 佐賀県 佐賀市立循誘小学校

三浦　宗一郎 やさしいシャボン玉ストロー 小４ 福島県 福島大学教育学部附属小学校

清水　祐良 万能あみがさ 小６ 愛知県 刈谷市立富士松南小学校

加藤　貴雅 改良型自動水やり機 小６ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

佐用　真美恵 ちょうの舞う楽園 小６ 愛知県 豊田市立衣丘小学校

かんきょう賞 加藤　康司 判別岳バサミ 中３ 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

加藤　翔也 こん虫の目めがね 小２ 愛知県 刈谷市立かりがね小学校

木村　倭人 くるくるあさがお 小１ 青森県 弘前市立松原小学校

大瀬　貴仁 しつけヘビくん 小２ 青森県 弘前市立致遠小学校

磯村　美公 すずめのがっしょう 小１ 愛知県 刈谷市立日高小学校

岡本　美奈 ハムスターのメリーゴーランド 小３ 愛知県 刈谷市立日高小学校

有坂　のえる うさぎとかめ 小２ 愛知県 刈谷市立日高小学校

塚本　祥世 わらいおこりひまわり 小１ 愛知県 刈谷市立富士松南小学校

小泉　光平 おむすびころりん 小３ 宮崎県 都城少年少女発明クラブ

毛受　裕貴 ぴょんぴょんガエル 小３ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

佐用　一貴 がんばれくねくねけむし 小１ 愛知県 豊田市立衣丘小学校

後藤　真央 かわりばんこにエサを食べる動物 小３ 愛知県 刈谷市立住吉小学校

日山　隼 くるくるひこうき 小１ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

宇野　亜希恵 トランポリンシーソー 小４ 青森県 弘前市立致遠小学校

平沢　陽子 じゃばらサンダル（スリッパ） 小５ 青森県 弘前市立致遠小学校

牧野　翔太 倒して取れーる 小６ 茨城県 阿見町立阿見第一小学校

吉永　洋子 ペットボトル式風向計 小６ 宮崎県 都城市立明和小学校

大谷　琢真 ベビーカート 小５ 岐阜県 大垣市立静里小学校

永井　利奈 複雑な形の体積測定器 中１ 愛媛県 今治市少年少女発明クラブ

平松　宏介 中心測定器 中３ 大阪府 大阪教育大学附属平野中学校

平野　香菜 ソーラー付自動水やり機 中２ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

加藤　砂弥 くるりんぱっ 中３ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

北河　敦子 ポンポンまりつき 中１ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

小倉　七海 かんたんビックリボタンかけ 中２ 愛知県 刈谷市立富士松中学校

岩田　実 一石二鳥うき輪 中２ 千葉県 千葉市立幕張西中学校

藤田　常仁 ２１席紀の針 中３ 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校

最優秀学校賞 大阪府 大阪教育大学附属平野中学校

愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

青森県 弘前市立致遠小学校

愛知県 刈谷市立小垣江小学校

愛知県 刈谷市立日高小学校

神奈川県 寒川町立寒川東中学校

愛知県 幸田町立北部中学校

奨励賞

努力賞

優秀学校賞

賞　　名

優秀賞
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（公財）新技術開発財団

第32回 市村アイデア賞　（平成１３年１１月９日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣奨励賞 古我　紘一 ブラックホール調理器 中３ 福岡県 北九州市立本城中学校

朝日新聞社賞 村上　皓紀 くじら 小１ 愛知県 刈谷市立東刈谷小学校

朝日小学生新聞賞 神谷　岳 水車ぶねⅡ 小２ 愛知県 刈谷市立住吉小学校

朝日中学生ウイークリー賞 酒井　美佳 手づくり透明度計 中３ 茨城県 石岡市立府中中学校

中尾　有里

柳澤　佳慧

磯谷　俊介 ガンバレ室伏 小５ 愛知県 刈谷市立日高小学校

毛受　裕貴 時間になったら「いただきます」 小４ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

吉村　直也 星の明るさ早見盤 小４ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

齊藤　豪 ペットボトル式水深計 小４ 宮崎県 都城市立明和小学校

稲吉　由美恵 地球を考えた風力発電機 中３ 愛知県 幸田町立北部中学校

加藤　絵美 雨ふりカエルセンサー 小３ 愛知県 刈谷市立日高小学校

柘植　翔太 あきばこをつかったすいぞくかん 小１ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

酒井　彩花 くるくるすなどけい 小１ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

志民　匡生 のびちぢみコブラ 小２ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

曽原　惇滉 ピン・ビー玉フリーアート 小３ 愛知県 刈谷市立住吉小学校

毛受　永理奈 みんなでダンス・コン・ゲコ・ぴょん 小１ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

間瀬　絵美 花さくちょきんばこ 小２ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

高柳　裕美 ボールコースター 小３ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

荒武　咲希 注しゃ式ショベル 小４ 宮崎県 都城市立明和小学校

柳澤　佳慧

山本　彩加

中尾　有里

大塚　久美子 風の力でなるメロディー 小４ 愛知県 西尾市立平坂小学校

鈴木　亜季 夏の星座プラネタリウム 小６ 愛知県 刈谷市立日高小学校

加藤　大貴 時差発見器 小６ 愛知県 豊田市立衣丘小学校

後藤　真央 かくし絵 小４ 愛知県 刈谷市立住吉小学校

川崎　祥子 水とせっけんを使ったまんげきょう 小４ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

柘植　遼太 おもしろやじろべえ 小５ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

藤井　宏枝 マジックボックス 小６ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

伊藤　直紀 小型発電機 小６ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

渡辺　智美 星座傘 中１ 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

久永　早織 寝たきり患者移動ベッド 中３ 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

米本　幸代 直上カイト 中３ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

永井　利奈 天体移動観測器 中２ 愛媛県 今治市少年少女発明クラブ

植月　麻衣 Ｌｅｔ’ｓ　Ｅｎｊｏｙ　Ｂａｔｈ　Ｔｉｍｅ！ 中３ 愛知県 刈谷市立雁が音中学校

村上　正博 磁石・コンパス 中１ 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校

原　由佑子 自動しおり 中１ 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校

最優秀学校賞 愛知県 刈谷市立亀城小学校

愛知県 刈谷市立小垣江小学校

愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

愛知県 刈谷市立住吉小学校

愛知県 刈谷市立東刈谷小学校

愛知県 刈谷市立日高小学校

茨城県 石岡市立府中中学校

ダンス・ダンス・ダンス 小６ 茨城県 阿見町立阿見第一小学校

茨城県 阿見町立阿見第一小学校

優秀学校賞

努力賞

色と模様が変わる正多面体 小６

優秀賞

賞　　名

かんきょう賞

奨励賞
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（公財）新技術開発財団

第33回 市村アイデア賞　（平成１４年１１月８日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 勝　健宏 じしゃくの力でうくハリー・ポッター 小３ 愛知県 豊田市立前山小学校

文部科学大臣奨励賞 平野　佑佳 地盤実験装置 中２ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

朝日新聞社賞 藤岡　晋太郎 ビーダマ竹きん 小５ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

朝日小学生新聞賞 榊原　祥子 ポチの特技はティッシュとり 小５ 愛知県 刈谷市立日高小学校

朝日中学生ウイークリー賞 伊藤　直紀 リサイクル温度計 中１ 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校

加藤　幹也 すけすけボールめいろ 小１ 愛知県 刈谷市立かりがね小学校

山本　大貴 コインで走る車 小２ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

篠原　涼 くるくるまわして花そかそう 小２ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

池田　真奈 ぼう高とび大会 小２ 愛知県 刈谷市立双葉小学校

高熊　杏奈 便利な小物入れ 小６ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

吉村　直也 指紋のつかないテープホルダー 小５ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

原田　果奈 自動水やりき 小３ 愛知県 刈谷市立日高小学校

安部　祐樹 欲ばり鑑賞装置 中２ 茨城県 石岡市立府中中学校

毛受　永理奈 イルカのわくぐり大会 小２ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

野沢　凛花 はぶらいと 小３ 青森県 弘前市立致遠小学校

神谷　恭平 親ゆびピアノ 小３ 愛知県 刈谷市立住吉小学校

岡田　彩 よくとぶ水てっぽう 小２ 愛知県 豊田市立衣丘小学校

河野　真理果 サーフィン 小３ 愛知県 豊田市立衣丘小学校

梅村　謙太 しつ度センサー 小３ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

加藤　明 うみのいきものたち 小１ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

吉岡　大輝 いないいないばー 小１ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

伊藤　圭祐 こえだのめいろ－ビーだまのたんけん 小１ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

藤綱　茉莉 カラフルかんらん車ちょ金箱 小３ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

近藤　真里 花火名人 小３ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

栗林　健太 そうがんかんさつき 小１ 愛知県 刈谷市立東刈谷小学校

石川　朋佳 すいかのウインク 小３ 愛知県 刈谷市立富士松東小学校

伊藤　綾 くるくる回るコーヒーカップ 小３ 愛知県 豊田市立前山小学校

加藤　翔也 かんたんプリクラカメラ 小４ 愛知県 刈谷市立かりがね小学校

毛受　裕貴 お金をためてバナナをゲット 小５ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

池井　咲 水すい取り器 小５ 宮崎県 都城市立明和小学校

内藤　大 Ｍａｇｎｅｔ　ｂａｌｌ 小４ 宮崎県 安城市立桜林小学校

遠藤　俊平 かさ立て 小５ 福島県 福島市立大森小学校

土土田　奈未 くるくる遊園地 小４ 愛知県 刈谷市立日高小学校

前田　佳那 かいてんおみくじ 小５ 愛知県 刈谷市立日高小学校

石川　諒 よこずたりゴキブリ 小５ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

糟谷　真理 貯金箱に見えない貯金箱 小５ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

下村　勇貴 エンジョイ車いす 小５ 佐賀県 佐賀大学文化教育学部附属小学校

河合　亮介 水のとばないタワシ 中３ 佐賀県 刈谷市立刈谷東中学校

飯田　悠香里 からまんコードクリップ 中３ 千葉県 千葉市立幕張西中学校

最優秀学校賞 愛知県 刈谷市立亀城小学校

愛知県 刈谷市立日高小学校

愛知県 豊田市立前山小学校

愛知県 刈谷市立小垣江小学校

愛知県 刈谷市立朝日小学校

愛知県 刈谷市立富士松北小学校

愛知県 豊田市立衣丘小学校

優秀学校賞

奨励賞

努力賞

優秀賞

かんきょう賞

賞　　名
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（公財）新技術開発財団

第34回 市村アイデア賞　（平成１5年１１月７日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 渡辺　裕美 光の日時計 小５ 山梨県 富士吉田市立下吉田第一小学校

文部科学大臣奨励賞 奥山　紗英望 ナットが往復するタイマー 小６ 愛知県 刈谷少年少女発明クラブ

朝日新聞社賞 松下　和矢 科学法則サーキット 小４ 愛知県 刈谷少年少女発明クラブ

朝日小学生新聞賞 野崎　敏広 落ちてこない巨大シャボン玉製造機 小６ 新潟県 新潟市少年少女発明クラブ

朝日中学生ウイークリー賞 小島　圭悟 ■てんびん 中２ 愛知県 刈谷少年少女発明クラブ

渡辺　歩美 コンコンきつつき 小３ 山梨県 富士吉田市立下吉田第一小学校

榊原　加奈 いっぽんあしでたつわんちゃん 小１ 愛知県 刈谷市立東刈谷小学校

加藤　幹也 カワセミ魚キャッチゲーム 小２ 愛知県 刈谷市立かりがね小学校

勅使河原　翔 ビーダマ宙返りコースター 小６ 愛知県 刈谷少年少女発明クラブ

酒井　未喜 「あいうえお」のコップ 小４ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

菅原　理子 カンタン卵観察器 小５ 茨城県 石岡市立東小学校

加藤　裕雅 省エネ自動水やり器 小６ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

柴田　馨 ケーキの帽子（ケーキ均等分け装置） 小３ 愛知県 豊田少年少女発明クラブ

山元　修成 砂鉄カレンダー 小３ 宮崎県 都城市立南小学校

内園　貴大 だるまゴマ 小３ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

酒井　教行 きょうだいちょ金ばこ 小２ 愛知県 刈谷市立平成小学校

高橋　初江 おっとっとピエロ 小３ 愛知県 刈谷市立東刈谷小学校

角岡　樹 うみのおとがするすいぞくかん 小１ 愛知県 刈谷市立朝日小学校

加藤　優紀子 まわるおしろのぶとうかい 小１ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

加藤　明 ふかい海のふしぎ 小２ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

海沼　珠美 鳥のエサ、カラ分別器 小５ 愛知県 刈谷市立住吉小学校

井関　真吾 光ディスク（目ざまし） 小６ 愛知県 豊田少年少女発明クラブ

原口　凌 チョロチュウ 小６ 愛知県 豊田少年少女発明クラブ

榊原　奈緒 回転アート 小５ 愛知県 刈谷市立小垣江小学校

青木　麻里奈 コンパクトテーブル 小４ 愛知県 刈谷少年発明クラブ

酒井　眞理 ミニプラネタリウム 小５ 愛知県 刈谷少年発明クラブ

小林　弘季 イルカちゃん貯金箱 小６ 愛知県 刈谷少年発明クラブ

河野　真理果 メダカ 小４ 愛知県 豊田市立衣丘小学校

鶴田　卓登 磁力で開くかぎ穴 小６ 長崎県 佐世保市児童文化館

三浦　日夏子 冬に便利なそっこう 小５ 青森県 弘絵市立和徳小学校

三浦　宗一郎 星時計 中１ 福島県 福島大学教育学部附属中学校

土肥　真介 夜間専用遠距離型マイク 中１ 愛知県 碧南市立中央中学校

小橋　絹子 お金と労力節約自動水やり器 中１ 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校

原　由佑子 透明ものさし 中３ 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校

柳瀬　希美 かがみの定規 中１ 奈良県 育英西中学校

清澄　雄一 サランラップボックス 中２ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

原　蓉子 キュウリ型光スポイト 中２ 愛知県 刈谷少年発明クラブ

最優秀学校賞 愛知県 刈谷少年発明クラブ

愛知県 刈谷市立亀城小学校

愛知県 豊田市立衣丘小学校

茨城県 石岡市立東小学校

愛知県 刈谷市立平成小学校

愛知県 豊田少年少女発明クラブ

優秀学校賞

奨励賞

優秀賞

かんきょう賞

努力賞

賞　　名
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