
第35回 市村アイデア賞　（平成16年11月17日）

賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 近藤　豊生 遠心力くらべ 小5 愛知 刈谷少年発明クラブ

市村アイデア優秀賞 加藤　明 深い海でのふしぎ 小3 愛知 刈谷市立亀城小学校

朝日新聞社賞 秋葉　有紀 室伏くん！！ファイト！！ 中2 愛知 刈谷市立依佐美中学校

朝日小学生新聞賞 酒井　教行 らせん組み上げちょ金箱 小3 愛知 刈谷市立平成小学校

朝日中学生ｳｲｰｸﾘｰ賞 松井　保子 隙間作成器 中1 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

神谷　寛人 むしきんぐ 小1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

井口　裕太 バランスちょ金ばこ 小2 愛知 豊田市立前山小学校

五十嵐　文哉 空き缶ハーモニカ 小6 福島 北塩原村立大塩小学校

長瀬　高平 省エネ大観覧車 中1 愛知 刈谷少年発明クラブ

井関　真吾 自動譜めくり機 中1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

土士田　江利佳 玉結びクルリ♪ 中3 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

駒井　眞人 高岡スタジアムやきゅうばん 小3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

小瀬垣　貴彦 やったあ！とびばことべたぞ！ 小3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

池田　実桜 かえるのあめやさん（ゲーム） 小1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

加藤　靖彬 ぼくが　ぱっくり　キャッチボール 小2 愛知 刈谷市立朝日小学校

鯉江　梨央 びっくりアトラクション 小2 愛知 刈谷市立日高小学校

掛布　知礼 変化球マシーン「山本マサ」くん 小3 愛知 刈谷市立かりがね小学校

加藤　幹也 クラゲラくん虫を上手につかまえて 小3 愛知 刈谷市立かりがね小学校

越智　隆登 やくそく全部守るぞ！！ちょ金箱 小3 愛知 刈谷市立住吉小学校

酒井　一成 ちょきんたぬき 小3 愛知 刈谷市立平成小学校

大原　万理恵 ミニ水ぞくかんちょ金箱 小3 愛知 刈谷市立平成小学校

石田　典士 「お茶ちょうだーい」 小6 長崎 佐世保市立児童文化館　発明教室

内藤　大 モーターで動く足がたロボット　足MO 小6 愛知 安城市　少年少女発明クラブ

鈴木　克徳 ソーラー案山子 小6 愛知 豊田少年少女発明クラブ

稲葉　泰嗣 立つえ（スタンディングつえ） 小5 愛知 豊田少年少女発明クラブ

毛受　永理奈 波のりサーフィン 小4 愛知 刈谷市立亀城小学校

坂口　黎 いつまでも たおれないこま 小1 新潟 南中野山小学校

加藤　翔也 不思議な不思議な水道 小6 愛知 刈谷市立かりがね小学校

舟橋　恵美 四季の星座模型 中2 愛知 刈谷少年発明クラブ

遠藤　寛士 買い物おたす犬（犬型荷運びロボット） 中3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

藤井　陽子 高さの変わる枕カバー 中3 愛知 刈谷市立朝日中学校

神谷　浩子 回る天体 中1 愛知 刈谷市立刈谷南中学校

山口　浩平 前後が一度に映せるカメラ 中1 大阪 大阪教育大学教育学部附属平野中学校

柳瀬　希美 使いすてデジカメ 中2 奈良 育英西中学校

米田　弥紗 ＧｏＧｏ車いす 中1 奈良 育英西中学校

杉山　由夏 車イス用スロープ 中1 愛知 刈谷市立富士松中学校

最優秀学校賞 　神保　昇二 愛知 豊田少年少女発明クラブ

　牧原　正 愛知 刈谷市立平成小学校

　桑門　聡 愛知 刈谷少年発明クラブ

　角岡　佳允 愛知 刈谷市立かりがね小学校

　小林　嗣明 愛知 刈谷市立富士松中学校

　石原　吉夫 愛知 刈谷市立依佐美中学校

　小迫　 勝 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

市村アイデア記念賞

市村アイデア奨励賞

優秀学校賞

奨  励  賞



第36回 市村アイデア賞　（平成17年11月18日）

賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 鯉江　真帆 不思議ゴマ 小5 愛知 刈谷市立日高小学校

市村アイデア優秀賞 山本　瑞季 Ｊ－Ｂａｇ☆（ジャパニーズ・バッグ） 中1 愛知 刈谷市立依佐美中学校

朝日新聞社賞 鈴木　菜摘 アラーム　日時計 小5 愛知 刈谷少年発明クラブ

朝日小学生新聞賞 加藤　幹也 大空をはばたくオオワシ 小4 愛知 刈谷市立かりがね小学校

朝日中学生ｳｲｰｸﾘｰ賞 菱沼　眞子 いつでも来い！東海大地震 中1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

本村　優衣 おうえんのこえでしょうぶ、がんばれわたしのムシキング 小1 佐賀 個人応募分／川副町立中川副小学校

笠原　礼子 まてまてモビール 小3 愛知 豊田市立衣丘小学校

山下　裕己 夢のリニアーモーターカー 小3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

菱沼　香帆 浮沈子のあくりょく計 小3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

吉岡　茜 ペットボトルレンズ 小5 愛知 刈谷少年発明クラブ

奥山　紗英望 天文単位スケールで太陽系の星を回す 中2 愛知 刈谷市立富士松中学校

かとう　さとる くねくねうごくきょうりゅう 小1 愛知 刈谷市立亀城小学校

かとう　ちひろ そらとぶまほうのほうき 小1 愛知 刈谷市立かりがね小学校

ながさか　けんご エコクワおやこ 小1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

中前　真有 なみのりいるか 小2 愛知 刈谷市立小垣江東小学校

植田　晃仁 雨はどこへ行くのかな 小2 愛知 豊田少年少女発明クラブ

神谷　寛人 あっ！とんぼだ 小2 愛知 豊田少年少女発明クラブ

東浦　直輝 ラインゲーム 小3 愛知 刈谷市立日高小学校

えんどう　ゆうき わくわくゆうえんち 小3 愛知 刈谷市立日高小学校

宿崎　真由 動物たちの『くるみわりげき場』 小3 愛知 刈谷市立日高小学校

井木　和平 からくり大砲台 小4 愛知 豊田少年少女発明クラブ

毛受　永理奈 くるくるイルカジャンプ 小5 愛知 刈谷市立亀城小学校

野尻　菜摘 風の力で鳴るメロディー 小6 愛知 刈谷市立東刈谷小学校

河内　彩花 不思議な地球儀　地球－動物 小6 愛知 刈谷市立平成小学校

近藤　豊生 慣性力実験機 小6 愛知 刈谷少年発明クラブ

徳竹　史帆 ｅｃｏ　ｂｏｘ（エコボックス） 小6 愛知 刈谷少年発明クラブ

田口　博美 できたらクルクル　できなきゃポロリ 小6 愛知 西尾市少年少女発明クラブ

内藤　大 キャップ開け機 中1 愛知 安城市少年少女発明クラブ

大山　朝久 ろくろでリニアモーターカー 中2 千葉 個人応募分／八千代市立勝田台中学校

原田　真衣 Ｇｏｏｄなおさいふ☆ 中2 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

三浦　優 ミニからくり絵扇 中2 愛知 刈谷市立依佐美中学校

内田　茉李 反発で跳べとべ！ 中3 神奈川 高座郡寒川町立寒川中学校

岡田　一将 全自動ゴミ分別機 中3 愛知 幡豆町立幡豆中学校

服部　和之 見え見え時計レンズ 中3 愛知 刈谷市立富士松中学校

奥原　絹華 自動窓あけ機 中3 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

伊藤　亜美 もうさいかんげんしょうで作った 小4

伊藤　美穂 にじとお花畑 小4

最優秀団体賞 神保　昇二 愛知 豊田少年少女発明クラブ

神谷　和憲 愛知 刈谷市立日高小学校

桑門　聰 愛知 刈谷少年発明クラブ

平澤　信幸 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

近藤　輝和 愛知 刈谷市立富士松東小学校

松本　登 神奈川 寒川町立寒川東中学校

愛知     刈谷少年発明クラブ

市村アイデア記念賞

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞

奨　励　賞



第37回 市村アイデア賞　（平成18年11月17日）

賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 掛布　みなみ かえるのがっしょうだん 小1 愛知 刈谷市立かりがね小学校

市村アイデア優秀賞 山邊　恵介 鉄壁を登るがにまた号 小4 長崎 佐世保市立児童文化館　発明教室

朝日新聞社賞 菱沼　眞子 ＥＣＯ－涼風 中2 愛知 豊田少年少女発明クラブ

朝日小学生新聞賞 池田　隼人 うさぎとかめのきょう走 小3 愛知 刈谷市立双葉小学校

朝日中学生ｳｲｰｸﾘｰ賞 鍛治　茉里奈 光☆反射ＧＡＭＥ 中1 大阪 大阪教育大学附属平野中学校

科学技術館 館長賞 永田　沙羅 支点移動式のてんびんばかり 中1 愛知 刈谷市立雁が音中学校

植西　美侑 くるくるちきゅう 小1 京都 立命館小学校

都築　広二 ライオンくるりわらったちょきんばこ 小1 愛知 刈谷市立日高小学校

加藤　千裕 空とぶまほうのほうき 小2 愛知 刈谷市立かりがね小学校

彦坂　大幹 おさんぽマンモスⅡ 小2 愛知 豊田少年少女発明クラブ

別府　千裕 ネコの手包丁練習器 小3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

加藤　明 水中がよく見える新しい生き物「アメンボモドキ」 小5 愛知 刈谷市立亀城小学校

江坂　晴日 きょうぼういもむし 小1 愛知 安城市立桜林小学校

原田　恭輔 きょうりゅうシーソー貯金箱 小1 不明 個人応募分／

曽場尾　菜摘 くるくるぞうさん 小2 愛知 刈谷市立小垣江小学校

中村　文香 リンリンつみき 小2 京都 立命館小学校

小川　りん はさとらくん 小3 愛知 刈谷市立富士松南小学校

林　佳菜子 ハムーゴーランド 小3 愛知 安城市立里町小学校

山下　裕己 ゆめの自転車 小4 愛知 刈谷市立かりがね小学校

宿崎　真由 鏡(ミラー)クルバレリーナ 小4 愛知 刈谷市立日高小学校

加藤　優紀子 くるくる回るコーヒーカップと観らん車 小4 愛知 刈谷市立亀城小学校

三上　徹朗 こん虫トラップ赤・青・黄 小4 不明 個人応募分

加藤　靖彬 ウォータースライダーちょ金箱 小4 愛知 刈谷市立朝日小学校

大原　万理恵 紙の強さ実験貯金箱 小5 愛知 刈谷市立平成小学校

鹿野　大樹 買い物はこ棒 小5 宮城 おおっ！とうちゃんの会

清水　香奈子 ゆらゆらゴンドラ 小6 愛知 刈谷市立小垣江小学校

後藤　駿一 シーソーとすべり台で遊ぶコインたち 小6 千葉 千葉市少年少女科学クラブ

鳥居　耀 プラネタボール 小6 愛知 豊田少年少女発明クラブ

武内　良右 和み雨ガード 小6 愛知 豊田少年少女発明クラブ

三上　加奈子 点字ＣＤケース 中3 青森 弘前市立第三中学校

兵藤　元昭 浮き浮きコプター 中1 愛知 刈谷市立刈谷南中学校

秋口　桐子 ラクラク洗濯カゴ 中3 愛知 刈谷市立富士松中学校

井上　直大 バランシィング　金網 中3 愛知 刈谷市立富士松中学校

池田　弘樹 楽々連続空き缶つぶし機 中1 愛知 刈谷市立依佐美中学校

奥山　紗英望

三浦　優

加藤　翔也 優雅に泳ぐクマノミ 中2 愛知 刈谷市立雁が音中学校

空閑　正樹 エジソンの電球を創る 中2 佐賀 個人応募分

最優秀団体賞 山田　基 愛知 刈谷市立かりがね小学校

古川　久美子 佐賀 佐世保市立児童文化館・発明教室

神保　昇二 愛知 豊田少年少女発明クラブ

都築　廣一 愛知 刈谷市立雁が音中学校

磯谷　伸之 愛知 刈谷市立小垣江小学校

後藤　文男 京都 立命館小学校

刈谷少年発明クラブオーロラを見たい！ 愛知

市村アイデア奨励賞

中3

優秀団体賞

市村アイデア記念賞

奨　励　賞



第38回 市村アイデア賞　（平成19年11月30日）

賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 平井　幸子 回る温度計 中3 愛知 刈谷市立雁が音中学校

市村アイデア優秀賞 名倉　大貴 かいてんジェットコースター 小1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

朝日新聞社賞 鳥居　美紀 おもしろかがみ 小3 愛知 安城市立作野小学校

朝日小学生新聞賞 内藤　桃 地しん計 小4 愛知 安城市少年少女発明クラブ

朝日中学生ｳｲｰｸﾘｰ賞 三浦　孝政 矢ぶき君１号 中3 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

科学技術館 館長賞 渡辺　裕美 太陽追いかけ方位計（日時計） 中3 山梨 個人応募分／富士吉田市立下吉田中学校

佐藤　比奈 コロコロ・ストップ　なべしき 小5 愛知 刈谷市立かりがね小学校

富永　達也 ひよこの玉遊び 小5 愛知 安城市立里町小学校

掛布　知礼 刃物を使わない紙パックオープナー 小6 愛知 刈谷市立かりがね小学校

土屋　渚 多機能画鋲 中1 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

神谷　あかね 節水ポンプ 中3 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

加納　慧士 液状化現象利用地震計 中3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

乾　康平 じしゃくでふくわらいちょ金ばこ 小2 愛知 刈谷市立平成小学校

山内　勇人 とべスペースシャトル 小2 愛知 安城市立今池小学校

市毛　貴大 エコ風見カー 小3 千葉 個人応募分／千葉市立千城台北小学校

高畑　海渡 くねくねスキー 小3 愛知 刈谷市立朝日小学校

加藤　千裕 空とぶまほうのホウキⅢ 小3 愛知 刈谷市立かりがね小学校

深津　一貴 おふろの省エネお知らせ君 小3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

原田　峻弥 音が変わる不思議なオルゴール 小4 愛知 豊田少年少女発明クラブ

柏木　沙月 四季の星座 小4 愛知 安城市立錦町小学校

有賀　康博 おじいちゃんとおばあちゃんのお部屋で花火大会機 小4 長野 個人応募分／小諸市立野岸小学校

加藤　優紀子 偏光板でつくる四季 小5 愛知 刈谷市立亀城小学校

村瀬　雅季 ビーダマで動く電動ししおどし 小5 愛知 安城市立作野小学校

高木　ひとみ レインボーオルガン 小6 愛知 刈谷市立富士松南小学校

山本　泰雅 手作りスピーカー　パート３ 小6 佐賀 佐賀市立日新小学校

舟橋　弘祥 いやしのパタパタすだれ 中1 愛知 刈谷市立朝日中学校

岡﨑　佑香 かわきやすいフードハンガー 中1 愛知 刈谷市立刈谷南中学校

出口　克之 遠赤外線懐中電灯 中1 愛知 知立市立知立中学校

高橋　知彦 水温を高くする容器 中1 愛知 知立市立知立南中学校

加藤　大夢 どこでも日時計 中1 愛知 安城市立篠目中学校

大林　弘毅 最短のネットワークｂｏｘ 中2 千葉 千葉市立幕張西中学校

野尻　菜摘 自動組みひも機 中2 愛知 刈谷市立朝日中学校

稲生　浩平 緊張しない接客トレー 中2 愛知 刈谷市立依佐美中学校

野北　貴弘 振動推進船 中2 佐賀 多久市立東部中学校

田中　公祐 防犯マット 中3 愛知 安城市立明祥中学校

丹羽　俊介 金魚えさやり機 中3 愛知 刈谷市立朝日中学校

内藤　大 三等分器 中3 愛知 安城市少年少女発明クラブ

最優秀団体賞 小林　嗣明 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

都築　廣一 愛知 刈谷市立雁が音中学校

神保　昇二 愛知 豊田少年少女発明クラブ

久米　幸夫 愛知 刈谷市立刈谷南中学校

松原　啓治 愛知 刈谷市立朝日中学校

江口　昌男 千葉 千葉市立幕張西中学校

沓名　基嗣 愛知 知立市立知立中学校

市村アイデア記念賞

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞

奨　励　賞



第39回 市村アイデア賞　（平成20年11月21日）

賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 本村　優衣 スピードがかわるすべり台 小4 佐賀 佐賀市立中川副小学校

市村アイデア優秀賞 大島　夕奈 がーがーアヒルちょきんばこ 小1 京都 立命館小学校

朝日新聞社賞 菱沼　香帆 ホタルのランデブー 小6 愛知 豊田少年少女発明クラブ

朝日小学生新聞賞 竹本　光汰 バッティングマシン 小1 愛知 安城市立明和小学校

朝日中学生ｳｲｰｸﾘｰ賞 西川　晶 分光花火 中1 大阪 大阪教育大学附属平野中学校

科学技術館 館長賞 渡辺　歩美 空に目盛がある日時計 中2 山梨 個人応募分／富士吉田市立下吉田中学校

東風　快斗 わざあり！いっぱつぎゃくてん 小1 京都 立命館小学校

内藤　桃 移動キャタツ 小5 愛知 安城市立桜林小学校

加藤　千智 水の浮力でさく朝顔 小6 愛知 刈谷市立かりがね小学校

鯉江　梨央 花型首ふりせん風機 小6 愛知 刈谷市立日高小学校

風穴　彰洋 角の五等分器 中3 青森 八戸市少年少女発明クラブ

大林　弘毅 泡のＴＯＷＥＲ 中3 千葉 千葉市立幕張西中学校

近藤　玲斗 こりんかんらんしゃ 小1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

石井　健聖 およぐ人 小2 愛知 豊田少年少女発明クラブ

春日　孝太 スノーウィンドパワー 小3 北海道 釧路少年少女発明クラブ

尾上　瑞希 ローマ字変かんマシーンＲＯＲＯ 小3 愛知 刈谷市立富士松東小学校

山内　勇人 宇ちゅうのオーロラを見に行こう。 小3 愛知 安城市立今池小学校

水野　武雄 ガンバレ日本重りょう上げせん手 小3 愛知 安城市立桜町小学校

髙須　さつき ポンポンエアーバスケット 小3 愛知 安城市立錦町小学校

加藤　千裕 空飛ぶまほうのほうきパート４ 小4 愛知 刈谷市立かりがね小学校

犬飼　遥夏 さわってみたらきもちいい？！ 小5 愛知 刈谷市立かりがね小学校

近藤　史隆 スーパーボールシャトル 小5 愛知 刈谷市立日高小学校

濱地　泰周 メダカの水補給機 小5 京都 立命館小学校

副島　菜月 ナメクジハウス 小5 佐賀 市村自然塾・九州

常見　知永 バランス角ハンガー 小6 埼玉 個人応募分／吉川市立栄小学校

加藤　優紀子 回路の謎を解いて宝箱を開けよう！ 小6 愛知 刈谷市立亀城小学校

佐藤　比奈 クルクルゴシゴシクリーナー 小6 愛知 刈谷市立かりがね小学校

齋藤　大暉 ペットボトルラベルはがし 小6 茨城 常陸太田市立金砂郷小学校

落　理菜子 いたまず抜ける、洗濯バサミ 中1 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

加藤　明 世界新・日本新が出るプール 中1 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

三浦　梨野 簡単！！トイレットペーパーホルダー 中1 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

若井　萌 えんぴつたてつきペンケース 中1 愛知 刈谷市立朝日中学校

吉原　順一郎 絡まなｅａｒｐｈｏｎｅ(イヤホン) 中1 新潟 個人応募分／新潟市立内野中学校

篠原　涼 香・光・音を楽しむキャンドルスタンド 中2 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

佐藤　伶華 回転式本棚 中3 愛知 知立市立知立南中学校

鈴木　航 いつでもフレッシュ災害水 中3 愛知 刈谷市立雁が音中学校

伴野　葵 爽やかな香りと音の出る傘 中3 神奈川 平塚市立江陽中学校

最優秀団体賞 深谷　圭助 京都 立命館小学校

山田　基 愛知 刈谷市立かりがね小学校

神保　昇二 愛知 豊田少年少女発明クラブ

野澤　博行 愛知 愛知教育大学附属岡崎中学校

水野　淑子 愛知 安城市立桜林小学校

渡邊　政之 北海道 釧路少年少女発明クラブ

優秀団体賞

奨　励　賞

市村アイデア記念賞

市村アイデア奨励賞



第40回 市村アイデア賞　（平成21年11月20日）

賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 山内　勇人 しずくで星空と流れ星 小4 愛知 安城市立今池小学校

市村アイデア優秀賞 市毛　貴大 フルアシスト自転車 小5 千葉 個人応募分／千葉市立千城台北小学校

朝日新聞社賞 髙畑　和真 火を使わない線こう花火 小3 愛知 刈谷市立朝日小学校

朝日小学生新聞賞 小笠原　遼 ぱたぱたあみだくじ 小1 愛知 刈谷市立朝日小学校

朝日中学生ｳｲｰｸﾘｰ賞 谷澤　賢伍 １発で服（フック）裏返る君 中3 愛知 刈谷市立雁が音中学校

科学技術館 館長賞 澤田　里織人 スライムのかんらん車 小4 愛知 安城市立明和小学校

河田　聖令愛 わたしも花もよろこぶ水やりき 小1 京都 立命館小学校

卜部　夏樹 「よう力」を目で見よう！平行四へん形がたよう力そくていき 小3 富山 個人応募分／高岡市立定塚小学校

杉本　舞夢 たおれない　うえきばち 小3 愛知 刈谷市立小高原小学校

野澤　誠司 小4

野澤　美咲希 小4

内藤　桃 後ろ確認お助けぼうし 小6 愛知 安城市立桜林小学校

加藤　明 びっくり目玉おやじ 中2 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

赤崎　瑞歩 キラキラ☆すいぞくかん 小1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

石川　真丸 じ石でふくわらい 小1 愛知 刈谷市立東刈谷小学校

塩﨑　凌平 せかいのはたよでておいで。 小1 愛知 刈谷市立双葉小学校

張　琳華 ゆでたまごをもちあげたら目が光るロボット 小1 京都 立命館小学校

池田　琳 はぐるまを回してえんしんりょくくらべ 小2 愛知 刈谷少年発明クラブ

千歳　康弘 トビウオ飛ぶ 小2 京都 立命館小学校

中村　朋哉 キリンショベル 小2 愛知 豊田市立前山小学校

太田　真渥 まつぼっくり自動水やりそうち！ 小3 愛知 安城市少年少女発明クラブ

大屋　菜々草 ＥＣＯ☆（エコスター） 小3 愛知 安城市立桜井小学校

瀬村　一稀 けしゴムかすクリーナー 小3 愛知 刈谷市立双葉小学校

宇野　南帆 ビックリ　水そう 小4 愛知 刈谷市立小垣江小学校

鳥谷尾　京花 かどピタッ！　そうじき 小5 愛知 刈谷市立東刈谷小学校

池田　隼人 パチンコ玉で自動運転 小6 愛知 刈谷市立双葉小学校

西垣　颯 手作りリニアモーターカー 小6 岡山 岡山大学教育学部附属小学校

別府　千裕 ハンディ流速計（早い流れバージョン！） 小6 愛知 個人応募分／豊田市立若林西小学校

正木　里歩 ネコからの脱出！ 小6 愛知 刈谷市立双葉小学校

加藤　千智 比重の差で育つ　きれいなひまわり 中1 愛知 刈谷市立雁が音中学校

小林　知世 楽ラクばし 中1 愛知 刈谷市立富士松中学校

杉本　陽平 １目でわかる電池チェッカー 中1 愛知 愛知教育大学附属岡崎中学校

山下　大輝 音せん風機 中1 愛知 刈谷市立雁が音中学校

山之口　ことね パーティーテープカッター 中1 佐賀 佐賀市立城南中学校

阿部　佳奈子 ソーラー式くるくるハンガー 中2 愛知 刈谷市立雁が音中学校

大久保　果穂 大きい２重円筒で魚の模型を見る 中2 愛知 刈谷少年発明クラブ

木下　有羽 亀さん鍋敷（亀敷） 中2 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

清水　美寿 簡単！カチッと押すだけドアストッパー 中3 佐賀 佐賀県立致遠館中学校

最優秀団体賞 藤井　孝 愛知 刈谷市立双葉小学校

内藤　和光 愛知 安城市立今池小学校

杉浦　静 愛知 刈谷市立朝日小学校

堀米　信彦 神奈川 寒川町立寒川東中学校

柴田　富子 愛知 安城市立桜井小学校

森山　千代子 佐賀 佐賀市立城南中学校

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞

奨　励　賞

市村アイデア記念賞
千葉 個人応募分／千葉市立泉谷小学校ラク～２Ｌ（２ℓペットボトルサーバー）



第41回 市村アイデア賞　（平成22年11月22日）

賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 別府　千裕 気泡式流速計 中1 愛知 個人応募分／豊田市立高岡中学校

市村アイデア優秀賞 毛受　桃萌 ヨシズをおろ装！ 中1 愛知 星城中学校

朝日新聞社賞 河田　愛里彩 歩くの楽楽くつ 小4 京都 立命館小学校

朝日小学生新聞賞 大島　夕奈 サブマリン１号 深海のナゾをさぐれ 小3 京都 立命館小学校

朝日中学生ｳｲｰｸﾘｰ賞 野口　太朗 歩数でわかる距離測定用靴 中2 熊本 熊本市立城南中学校

科学技術館 館長賞 岩西　雄也 ベイブレード トレーニング機 小4 愛知 刈谷市立衣浦小学校

平満　陽香 かみこっぷきせかえにんぎょう 小1 愛知 刈谷市立双葉小学校

澤田　里織乃 ふしぎなオーロラボックス 小2 愛知 安城市立明和小学校

角岡　虎哲 キャッピアノでドレエコソラシド 小2 愛知 刈谷市立朝日小学校

千歳　康弘 どこどこ？めがね 小3 京都 立命館小学校

麻生　解 分子式パズル 小5 京都 立命館小学校

本村　優衣 宇宙旅行気分が味わえる「スペース　スコープ」 小6 佐賀 個人応募分／佐賀市立中川副小学校

新谷　建人 ひえひえウォータークーラー 小1 京都 立命館小学校

小原　衣央里 海の思い出 小1 京都 立命館小学校

黒田　志 みなみ大とうじまにふるゆき？ 小1 京都 立命館小学校

佐々岡　朋希 猿も木から落ちる（地しん計＋非常灯） 小3 愛知 個人応募分／豊田市立若園小学校

柏木　純翔 あみ目スッキリ 小3 福島 個人応募分／湯川村立　勝常小学校

森山　拓海 明かりカットで星きれい 小4 鹿児島 鹿児島大学教育学部附属小学校

Branker　Kaila 明かりがつくふうりん 小4 長崎 佐世保市児童文化館　発明教室

江沼　芳乃香 キラキラ星座早見盤 小4 京都 立命館小学校

鳥谷尾　祥太 さい後のいってきまで使えるシャンプーボトル 小4 愛知 刈谷市立東刈谷小学校

田邉　裕明 あなたの生まれた日は何曜日？ 小4 愛知 刈谷市立小高原小学校

佐藤　史尚 らくらくくん 小4 愛知 刈谷市立双葉小学校

稲垣　雄樹 ふしぎな車 小4 愛知 安城市立安城北部小学校

川崎　太郎 スライムーバー 小4 愛知 安城市立二本木小学校

馬場　愛里 しま馬たちのかくれんぼ 小5 愛知 刈谷少年発明クラブ

大石　篤 ロック貯金箱 小5 愛知 刈谷市立双葉小学校

酒井　理帆 おりたたみ式 足ふきマット 小6 愛知 刈谷市立平成小学校

仁科　有貴 洗たく物がとりこみやすいハンガーかけ 小6 愛知 刈谷市立亀城小学校

高畑　海渡 これで安心 針キャッチ 小6 愛知 刈谷市立朝日小学校

森山　大地 コンパクトかさ立て 中1 愛知 安城市立篠目中学校

瀬口　和也 筋雲の再現 中1 福岡 福岡教育大学附属小倉中学校

越宗　咲衣 着せ替え傘 中2 岡山 岡山市立石井中学校

森野　青 誰でも１人で使える いす 中2 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

岡野　李咲 守る！！画鋲クリップ 中2 愛知 刈谷市立朝日中学校

加納　諄也 ワンタッチ安全ピン 中3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

大屋　翔誉 らくらく散歩 中3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

最優秀団体賞 浮田　恭子 京都 立命館小学校

岩﨑　正樹 愛知 安城市立明和小学校

藤井　孝 愛知 刈谷市立双葉小学校

山中　芳和 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

小笠原　豊 愛知 刈谷市立亀城小学校

堀畑　正臣 熊本 熊本大学教育学部附属中学校

市村アイデア記念賞

奨　励　賞

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞



第42回 市村アイデア賞　（平成23年11月18日）

賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 瀬戸　友暁 水草発電用「泡車」(あわぐるま) 小5 福井 個人応募分 /小浜市立雲浜小学校

市村アイデア優秀賞 都築　ほなみ 正十二面体の金魚と回る金魚ばち 小4 愛知 刈谷少年発明クラブ

朝日新聞社賞 菱沼　香帆 どれも同じ大きさケーキカッター 中3 愛知 愛知教育大学附属岡崎中学校

朝日小学生新聞賞 髙畑　颯斗 自分ではかれる身長計 小3 愛知 刈谷市立朝日小学校

朝日中学生ｳｲｰｸﾘｰ賞 彦坂　大幹 万能ロープ 中1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

科学技術館 館長賞 市毛　貴大 温度による音速の変化を利用した遅延ﾎｰｽ式分布型温度感知器 中1 千葉 個人応募分/千葉市立千城台西中学校

岩佐　謙伸 かめさんしゃわー 小1 愛知 刈谷市立東刈谷小学校

澤田　里織乃 楽らくコーディネート 小3 愛知 安城市立明和小学校

原田　結菜 ドレミトライアングル 小3 愛知 刈谷市立衣浦小学校

加藤　大希 落鍵箱（ラッキーボックス） 中1 愛知 個人応募分/安城市立篠目中学校

都築　みなみ 正多（十二）面体で慣性の法則調べ 中1 愛知 刈谷市立刈谷南中学校

平野　周 上手に目薬 中1 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

久保　裕一郎 涼しいせん風きシアター 小2 京都 立命館小学校

黒田　志 おくとびっくり☆ハッピーバースデー♪ 小2 京都 立命館小学校

宮本　大成 何分？何分？いろいろ砂時計 小2 千葉 個人応募分/柏市立旭東小学校

赤崎　瑞歩 光のアクアリウム 小3 愛知 個人応募分/豊田市立根川小学校

石田　あす花 ちゅうしゃきの高度計 小3 京都 立命館小学校

本多　創 からまらないバッティング練習き 小3 愛知 刈谷市立双葉小学校

八重尾　怜 セミのぬけがらはく物館 小3 愛知 安城市立今池小学校

市川　将馬 ブーメラン発射器 小4 愛知 刈谷市立亀城小学校

大島　夕奈 手描きホログラムのうかび上がるecoアニメ 小4 京都 立命館小学校

大野　太靖 雨の水で家の中がすずしくなる！ 小4 佐賀 市村自然塾・九州

成田　千紘 いつでも野菜とるぞ 小5 青森 弘前市立桔梗野小学校

川原　巧幹 くるくるかんそうき 小6 千葉 個人応募分/横芝光町立東陽小学校

鈴木　智晴 強風でも骨がおれないかさカバー 小6 愛知 刈谷市立富士松北小学校

野澤　誠司 ほんからまもるくん 小6 千葉 個人応募分/千葉市立泉谷小学校

山内　勇人 お風呂に空中クラゲと発電銀河 小6 愛知 安城市立今池小学校

磯部　彩乃 傘っぱ 中1 和歌山 和歌山県立向陽中学校

近藤　優芽 いかないで！扇風機 中1 愛知 愛知教育大学附属岡崎中学校

髙畑　海渡 遠近法定規 中1 愛知 刈谷市立朝日中学校

中野　雅司 Ｌｏｃｋ Ｃｈｅｃｋ Ｋｅｙ 中1 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

山本　杏菜 手がぬれない！楽々お掃除＆エサやり 中1 愛知 刈谷市立朝日中学校

犬飼　遥夏 くるっとシャキットさん 中2 愛知 刈谷市立雁が音中学校

坂屋　歩 ボール置き 中2 岡山 岡山市立芳泉中学校

原野　伊澄 小さい所でもきれいになるモップ 中2 熊本 熊本市立東町中学校

松尾　奈津子 タイヤ空気測定器 中2 佐賀 鳥栖市立鳥栖西中学校

渋谷　佳樹 よくばり化学自動車 中3 宮城 登米市立南方中学校

最優秀団体賞 矢﨑　太一 愛知 愛知教育大学附属岡崎中学校

藤井　孝 愛知 刈谷市立双葉小学校

浮田　恭子 京都 立命館小学校

福田　智好 青森 弘前市立桔梗野小学校

三宅　義史 岡山 岡山市立芳泉中学校

日永　信夫 熊本 熊本市立東町中学校

奨励賞

市村アイデア記念賞

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞



第43回 市村アイデア賞　（平成24年11月16日）

賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 六山　太陽 4本のけんばんで、ドレミファソラシドの8つの音が出る木琴 小1 滋賀 滋賀大学教育学部附属小学校

市村アイデア優秀賞 川崎　太郎 カーヴィー 小6 愛知 安城市立二本木小学校

朝日新聞社賞 野々山　里輝 ティッシュペーパースタンド 小4 愛知 刈谷市立富士松北小学校

朝日小学生新聞賞 井川　敬太 タオルハンガー『回るんダー』 小5 愛知 安城市立安城北部小学校

朝日中学生ｳｲｰｸﾘｰ賞 小野　晏奈 トイゴミ取り機 中3 愛媛 東温市立川内中学校

科学技術館 館長賞 黒田　志 ひとめでわかる♪らくらくプールの気温・水温計！ 小3 京都 立命館小学校

城殿　朋花 ねらって発射　いのししバイバイ 小5 愛知 豊田少年少女発明クラブ/豊田市立豊松小学校

宗野　虎滋 今すぐ備える救命胴衣 中1 徳島 鳴門教育大学附属中学校

金城　宏祐 カンカン水位調節くん 中2 沖縄 うるま市立あげな中学校

小池　希実 孫のｅｙｅ 中2 千葉 千葉市立稲毛中学校

米倉　奈津香 細かいおもちゃ片付けシート 中2 海外 クアラルンプール日本人学校中学部

近藤　悠介 簡単！ズレない！ダンボールホッチキス 中3 愛知 刈谷市立富士松中学校

橋本　真藍 おむつをつかったうえきばち 小1 京都 立命館小学校

加藤　杏里 おてつだいチェッカー 小2 愛知 刈谷市立衣浦小学校

平出　亜果莉 はくしゅではりきるバレリーナ 小2 愛知 刈谷市立亀城小学校

松尾　倫希 かえる ぴょん ぴょん やきゅうじょう 小2 愛知 豊田少年少女発明クラブ

横地　真実 生かつかずかん「わたし だあれ」 小2 愛知 豊田少年少女発明クラブ

江川　結羽 手ぶらのかさ 小3 愛知 刈谷市立衣浦小学校

大河原　万貴 らくらくかん開けき 小3 愛知 刈谷市立双葉小学校

川又　莉英瑠 共鳴するパタパタの鳴子、ピンポンパン 小3 愛知 平和町おもちゃを作る会

北原　若奈 たてよこ自由にしきれる箱 小3 愛知 刈谷市立住吉小学校

永野　稜真 あけたカッター 小3 宮崎 都城少年少女発明クラブ

中村　眞崇 ダイヤルしきカギつき工具箱 小3 愛知 刈谷市立亀城小学校

三村　珠貴丸 反射鏡を使った『曾祖母の小窓』 小3 岡山 岡山大学教育学部附属小学校

加藤　咲良 生たまごわり器Ⅱ 小4 愛知 豊田少年少女発明クラブ

田中　天馬 グランド水とりセット 小5 愛知 刈谷市立双葉小学校

市毛　君明 使い切るカメ？ 小6 千葉 個人応募/千葉市立千城台北小学校

山田　莉緒 らく楽七変化部屋着 小6 愛知 豊田少年少女発明クラブ

谷　颯真 おそうじロボット楽楽くん 中1 熊本 天草市立本渡中学校

中森　樹 蚊取り線香タイマー 中1 神奈川 寒川町立寒川東中学校

増成　芽琉 あけルンルン♪ 中1 岡山 岡山市立石井中学校

三輪　春貴 乾燥感知式自動水まき機 中1 愛知 平和町おもちゃを作る会

髙嶋　夏穂 メモはさみ 中2 栃木 小山市立小山城南中学校

坪本　唯花 風で点滅する宣伝旗 中2 富山 個人応募/砺波市立出町中学校

鳥谷尾　京花 いつもピカピカ　窓拭きいらず！　ワイパーサッシ 中2 愛知 刈谷市立朝日中学校

長屋　学志 スッとはけて、まぁごリッパ 中3 愛知 愛知教育大学附属岡崎中学校

藤井　梨里子 Eraser　dust　マット 中3 愛知 愛知教育大学附属岡崎中学校

最優秀団体賞 神保　昇二 愛知 豊田少年少女発明クラブ

中村　僚志 愛知 刈谷市立双葉小学校

浮田　恭子 京都 立命館小学校

丹羽　宏行 愛知 刈谷市立富士松中学校

伊東　隆義 愛知 平和町おもちゃを作る会

石川　史朗 愛媛 東温市立川内中学校

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞

奨励賞

市村アイデア記念賞



賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 土方 日菜乃 ビー玉オルゴール 小3 愛知 安城市立作野小学校

市村アイデア優秀賞 中井 遥 雨音伝達機 中3 愛知 刈谷市立雁が音中学校

朝日新聞社賞 大島 夕奈 毛細管現象を利用した塩分濃度調整機 小6 京都 立命館小学校

朝日小学生新聞賞 岩田 丈 バランスめいろ 小4 愛知 安城市立桜井小学校

朝日中学生ｳｲｰｸﾘｰ賞 千壽 陽介 自分の体重をブレーキをかける補助にする装置 中2 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

科学技術館 館長賞 市毛 貴大 かんたんハイブリッドカーモデル 中3 千葉 個人応募分／千葉市立千城台西中学校

石丸 早希 すなどけい 小1 愛知 東田子ども塾

岡田 優太 びいだまめいろ 小1 愛知 刈谷市立日高小学校

大河原 万貴 かたむくなべしき 小4 愛知 刈谷市立双葉小学校

松原 圭汰 分数＆角度ゲーム 小4 愛知 豊田少年少女発明クラブ

磯部 礼奈 なｉｃｅ（ナイス） タイミング 小6 和歌山 個人応募分／紀の川市立池田小学校

南川 美藍 輪ゴムストッカー 中3 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

岡澤 實礼 ランドセルにつけるカサ入れ 小1 京都 立命館小学校

岩瀬 千佳 プラスチックごみつぶしそうち 小2 愛知 刈谷市立小高原小学校

西村 彩花 足つぼシークレットシューズ 小2 京都 立命館小学校

林 祐介 はやぶさタッチダウンちょ金ばこ 小2 愛知 刈谷市立住吉小学校

鈴木 ありさ ピッタリ切れるテープカッター 小3 愛知 東田子ども塾

平出 亜果莉 うでわ計算器 小3 愛知 刈谷市立亀城小学校

三浦 洸桜 ちびママコップ 小3 愛知 刈谷市立亀城小学校

杉森 美音 ピョンピョン缶つぶし機 小4 京都 立命館小学校

加藤 咲良 ケイタイ虫とりあみ 小5 愛知 豊田少年少女発明クラブ

福井 優珠 いつでもチェック 小5 京都 立命館小学校

羽島 大貴 掲示物まっすぐ貼ります！ガイド付き画鋲α（アルファ） 小6 東京 個人応募分／渋谷区立長谷戸小学校

加藤 直樹 音が鳴るふりこ 中1 愛知 刈谷市立依佐美中学校

齋藤 清春 １タッチ自転車カバー 中1 福井 勝山市立勝山北部中学校

佐野 豪 自動風よけ風見鶏 中1 愛知 刈谷市立富士松中学校

福井 光輝 簡単ＰＥＴポーチ 中1 徳島 鳴門教育大学附属中学校

跡部 愛莉 置き物掃除機 中2 愛知 愛知教育大学附属岡崎中学校

関口 想 手袋ハンガー 中2 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

同前 友季子 取りはずし式キャスター 中2 岡山 岡山県立岡山大安寺中等教育学校

満留 隼人 災害用手回しライター 中2 愛知 個人応募分／名古屋市立植田中学校

山本 奈緒 髪の毛２つに分けレール 中2 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

加藤 千裕 まほうのおそうじベルト 中3 愛知 刈谷市立雁が音中学校

手呂内 美沙 紙パックもつぶしてリサイクルしちゃおう大作戦 中3 栃木 小山市立小山城南中学校

鳥谷尾 京花 世界一簡単エコ！金魚自動餌＆水補給装置 中3 愛知 刈谷市立朝日中学校

別府 沙紀 ワンハンド卵割器 中3 愛知 個人応募分／豊田市立高岡中学校

渡邉 愛未 手作り流れ星 中3 愛知 刈谷市立刈谷南中学校

最優秀団体賞 浮田　恭子 京都 立命館小学校

神谷　拓生 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

加藤 利幸 愛知 東田子ども塾

片岡　晃 愛知 安城市立安城西部小学校

大元 亜矢子 愛知 刈谷市立雁が音中学校

中村　僚志 愛知 刈谷市立双葉小学校

　この他　佳作　５０件、努力賞５２件、努力団体賞　９団体

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞

奨励賞

第44回 市村アイデア賞　（平成25年11月15日）

市村アイデア記念賞



賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 内藤　壮馬 ぐるぴたっキラキラ花火 小2 愛知 安城市立安城中部小学校

市村アイデア優秀賞 満留　彩有 弁（べん）ケース 小5 鹿児島 鹿児島大学教育学部附属小学校

朝日新聞社賞 杉本　舞夢 広げて鍋敷き畳んで箸立て 中2 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

朝日小学生新聞賞 加藤 春花 ぬぎっぱなしOK！どっちもサンダル 小3 愛知 個人応募分／豊田市立高嶺小学校

朝日中高生新聞賞 跡部　愛莉 隣の部屋からリモコン木 中3 愛知 愛知教育大学附属岡崎中学校

科学技術館 館長賞 大矢　直 かぎ取り忘れ防止そうち 中1 愛知 刈谷市立富士松中学校

水野　愛弓 くるくる万華鏡 小4 愛知 刈谷少年少女発明クラブ

竹原　かれん 空気でっぽうで音楽をえんそうしてみよう！ 小5 愛知 刈谷市立日高小学校

永野　稜真 黒楽板（ごくらくばん） 小5 宮崎 都城少年少女発明クラブ

田中　諒裕 炭酸抜け防止機 中1 東京 早稲田大学高等学院中学部

比嘉　美久梨 ぶつからないコンセント 中2 沖縄 沖縄市立美東中学校

満留 隼人 QRコードマークシート 中3 愛知 個人応募分／名古屋市立植田中学校

原　聖奈 びっくり！へんしん！おそうじ棒！ 小1 愛知 刈谷市立富士松北小学校

宮田　愛梨 おそうじコップちゃん 小1 愛知 刈谷市立双葉小学校

岡浦　悠 にげない虫かご 小2 愛知 刈谷市立小高原小学校

宇佐美　幸喜 電池ウォッチ 小3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

小川　明音 ヒエヒエエコバードクーラ（おもちゃつき） 小3 愛知 刈谷市立平成小学校

小池　奏衣 花火 小3 愛知 安城市立丈山小学校

古屋　真菜美 お知らせハンガー 小3 愛知 安城市立三河安城小学校

高村　美帆 かさの３大欠点を直したWonderful（ワンダフル）がさ 小4 京都 立命館小学校

黒田　志 これがあればいつも同じ高さ！～がびょうトリ付き～ 小5 京都 立命館小学校

西山　海里 孤独死防止新聞受け 小5 愛知 豊田少年少女発明クラブ

鈴木　琉斗 あっ！見えーる 小6 佐賀 佐賀市立鍋島小学校

二村　泰德 強風へっちゃら傘 小6 愛知 刈谷市立東刈谷小学校

早川　航矢 金魚自動えさやり機 小6 愛知 安城市立作野小学校

カッラーイ　未来 コーヒーのスーパースプーン 中1 愛媛 東温市立川内中学校

杉浦　結衣 Ｌｅｔｔｅｒ定規 中1 愛知 愛知教育大学附属岡崎中学校

関本　愛花 お助け乾早喜（かんそうき） 中1 福島 喜多方市立塩川中学校

中村　明香 ピタオル 中1 海外 クアラルンプール日本人学校中学部

森　一晟 雑草根こそぎサヨナラ君 中1 熊本 熊本大学教育学部附属中学校

今村　梨乃 誰でも生けれる自在花箱 中2 福井 坂井市立三国中学校

加藤　結歩 パッチンまち針 中2 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

鶴田　智子 らくらく分別箱 中2 愛知 刈谷市立富士松中学校

野口　のどか ふせん付ノート 中2 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

三浦　桃香 おチビちゃん楽々手洗い 中2 愛知 西尾市立西尾中学校

三宅　遼平 かっ車で楽々アルミ缶つぶし 中2 愛知 刈谷市立朝日中学校

加藤　みちる ３才から５才向けのボタンのおもちゃ 中3 愛知 安城市立篠目中学校

最優秀団体賞 山田　綾 愛知 愛知教育大学附属岡崎中学校

中村　僚志 愛知 刈谷市立双葉小学校

宇津野　仁 愛知 刈谷市立朝日中学校

磯谷　伸之 愛知 刈谷市立小高原小学校

中村　勲 愛知 刈谷市立日高小学校

井福 裕俊 熊本 熊本大学教育学部附属中学校

　この他　佳作　５０件、努力賞２５件、努力団体賞　７団体

第45回 市村アイデア賞　（平成26年11月21日）

市村アイデア記念賞

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞

奨励賞



賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 　市毛 君明 　動いて見えるアナログサイネージ 中3 千葉 　個人応募分／千葉市立千城台西中学校

市村アイデア優秀賞 　大池 紘平 　No hands クリア文鎮 中1 愛知 　愛知教育大学附属岡崎中学校

朝日新聞社賞 　衣斐 彩乃 　ねじって楽々缶つぶし 小5 愛知 　刈谷市立東刈谷小学校

朝日小学生新聞賞 　永井 光 　ロボット組み立て工場 小3 愛知 　安城市立新田小学校

朝日中高生新聞賞 　佐々岡 朋希 　ほーほーほたる来い 中2 愛知 　東田子ども塾

科学技術館 館長賞 　内藤 壮馬 　大（だい）はくりょく！ブラックきょうりゅうワールド 小3 愛知 　安城市立安城中部小学校

　加藤 莉子 　水時計「クジラとゾウ」 小2 愛知 　東田子ども塾

　加藤 春花 　チョーかんたん！エコシューズドライヤー 小4 海外 　個人応募分／ジャカルタ日本人学校

　安芸 諒介 　風の日も安心!めくれない布団バサミ 中2 愛知 　刈谷市立刈谷東中学校

　磯部 礼奈 　のぼれーる（上rail） 中2 和歌山 　和歌山県立向陽中学校

　佐々木 求道 　電熱式インク除去ペン 中2 東京 　個人応募分／江東区立深川第三中学校

　福田 華織 　混色早見盤 中3 佐賀 　佐賀大学文化教育学部附属中学校

　滝 青悟 　お金をバクバク食べちゃう恐竜貯金箱 小1 愛知 　刈谷市立住吉小学校

　岡本 裕姫 　ひこうせんと花火 小2 愛知 　刈谷市立日高小学校

　高森 すみれ 　ダブルペットボトル 小2 愛知 　東田子ども塾

　髙取 鉄平 　おき上がりシャボン玉 小2 愛知 　刈谷少年発明クラブ

　岡澤 實礼 　オルゴールタイマーロボット 小3 京都 　立命館小学校

　川添 愛佳理 　AKARIプラネタリウム 小3 愛知 　安城市立丈山小学校

　岸本 大知 　ラジオつえ 小3 岡山 　岡山大学教育学部附属小学校

　林 萌加 　らくらく給水！ガールズウォーターガン 小4 愛知 　安城市立桜町小学校

　山本 冴花 　長い物でもだいじょうぶリュック 小5 愛知 　刈谷市立住吉小学校

　高橋 和也 　自動排熱装置（オーブン用） 小5 愛知 　豊田少年少女発明クラブ

　加藤 らら 　シートDEリュック 小5 愛知 　安城市立安城南部小学校

　三浦 橘乃 　コンパクト「DUST BOX」 中1 愛知 　刈谷市立刈谷東中学校

　加藤 ふみ 　一定に入るですマシーン 中1 愛知 　刈谷市立刈谷東中学校

　吉田 新司 　揺れピタくん 中1 佐賀 　佐賀市立鍋島中学校

　内藤 里佳 　どっちでもOK!コンパクトorビッグカート 中1 愛知 　安城市立安城北中学校

　田川 莉子 　1秒でも早く 中1 神奈川 　寒川町立寒川東中学校

　鴻江 桃花 　みぞまでらくらくスポンジ! 中1 福岡 　大木町立大木中学校

　石野 一輝 　立体迷路 中1 愛知 　星城中学校

　川藤 百華 　穴あけパンチの進化版 中2 岡山 　岡山県立岡山操山中学校

　羽島 大貴 　絞れるトイレ用スポンジ 中2 東京 　個人応募分／広尾学園中学校

　羽島 大貴 　オレオレ梯子（折れて折れて小さくなる梯子） 中2 東京 　個人応募分／広尾学園中学校

　丸山 祐樹 　AROMA HOUSE 中2 愛知 　安城市立安城西中学校

　坂井 星軌 　「てつだって」と光る杖 中2 宮崎 　個人応募分／都城市立西中学校

　真坂 圭都 　トクトクが長く続くビン 中3 秋田 　由利本荘市立大内中学校

　山﨑 大生 　危機を察知し助けを求める自動SOS発信ヘルメット 中3 愛知 　豊田少年少女発明クラブ

最優秀団体賞 　塚本 清次 愛知 　東田子ども塾

　小川 明宏 愛知 　刈谷市立刈谷東中学校

　磯谷 伸之 愛知 　刈谷市立小高原小学校

　稲生 修一 愛知 　刈谷市立依佐美中学校

　金原 宏 愛知 　刈谷市立刈谷南中学校

　鈴木 竹久 愛知 　刈谷市立住吉小学校

　この他　佳作　４９件、努力賞７７件、努力団体賞　９団体

奨励団体賞

第46回 市村アイデア賞　（平成27年11月20日）

市村アイデア記念賞

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞



第47回市村アイデア賞　（平成28年11月18日）

賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 　船木 璃空 　ecoでマイナス気温 小6 秋田 　個人応募分／秋田市立川尻小学校

市村アイデア優秀賞 　中嶋 柚歩 　星にねがいを 小4 愛知 　刈谷市立小垣江小学校

朝日新聞社賞 　坂井 星軌 　トイレ革命 ～男性女性に心地よいトイレ～ 中3 宮崎 　個人応募分／都城市立西中学校

朝日小学生新聞賞 　木村 瑛仁 　背中を風がとおるくん 小4 茨城 　牛久市少年少女発明クラブ

朝日中高生新聞賞 　鈴木 愛梨 　めくれストップ 中1 東京 　中央大学附属中学校

科学技術館 館長賞 　梶原 麻未 　何等分にもできるかさ 中2 佐賀 　大町ひじり学園

　三浦 千代丸 　お知らせ＆お礼ポスト 小4 愛知 　東田子ども塾

　笠原 颯真 　卓上スッキリ！ピッタリしょう油さし君 小5 愛知 　豊田少年少女発明クラブ

　堀江 颯 　ミミコロ 中1 岡山 　岡山大学教育学部附属中学校

　加藤 咲良 　スコールでも安心！ぬれま洗たくハンガー 中2 海外 　個人応募分／ジャカルタ日本人学校

　小野寺 快晟 　NO！エコノミーフットGO！（エコノミー症候群を防いで健康にGO！） 中2 愛知 　豊田少年少女発明クラブ

　羽島 大貴 　擬体非常口②ドアバージョン 中3 東京 　個人応募分／広尾学園

　伊藤 美玖 　おりたたみがさもいれられるかさたて 小1 愛知 　刈谷市立双葉小学校

　西井 陽音 　やさしいマスク 小1 愛知 　刈谷市立双葉小学校

　東元 瑠那 　からくりリンリン風車 小2 愛知 　刈谷市立日高小学校

　坂本 愛花 　らくらくジョーロ 小2 愛知 　豊田少年少女発明クラブ

　舩間 雅人 　起きないと止まらない時計 小3 愛知 　東田子ども塾

　中田 健翔 　洗面台をよごさずにふでをあらえるペットボトル 小3 愛知 　刈谷市立双葉小学校

　阿部 汐莉 　ちょっとしおりのランドセルの中身、出してよ！ 小3 愛知 　安城市立安城東部小学校

　静間 陽輝 　妹あんぜん花火ぼう 小4 愛知 　刈谷市立小垣江小学校

　村上 純太 　安全画びょう 小4 愛知 　豊田少年少女発明クラブ

　江角 和真 　まんたん合図 小4 愛知 　刈谷市立住吉小学校

　椴山 忠佑 　片手でカンタン トイレットペーパーホルダー 小4 愛知 　豊田少年少女発明クラブ

　北条 博輝 　くつかわかしきかわくん 小4 愛知 　豊田少年少女発明クラブ

　加藤 春花 　脱げまシューズ、そろえまシューズ 小5 海外 　個人応募分／ジャカルタ日本人学校

　横山 航史郎 　外れまチェーン 小5 愛媛 　今治市少年少女発明クラブ

　村山 夢羽奈 　ろうそくまもるくん 小6 愛知 　刈谷市立平成小学校

　治田 颯希 　エコな発電機フー（風）ちゃん 小6 宮崎 　都城少年少女発明クラブ

　仙田 将大 　万能ブックエンド 中1 岡山 　岡山大学教育学部附属中学校

　川又 莉英瑠 　ベッド用ミラーボックス 中1 愛知 　平和町おもちゃを作る会

　森 菜々美 　ボールキャッチマシーン 中1 愛知 　刈谷市立雁が音中学校

　内藤 里佳 　ニュートンもびっくり！落ちたら光るりんごライト 中2 愛知 　安城市立安城北中学校

　田中 悠真 　どこでもコンパクト三角定規 中2 広島 　呉市立昭和北中学校

　高橋 茉綾 　クルピタスタイル 中2 島根 　出雲市立河南中学校

　今岡 巧 　床ふきシートをムダなく使いきれるフローリングワイパー 中3 愛知 　刈谷市立刈谷東中学校

　後藤 瑞貴 　ラクラク目薬さし 中3 愛知 　刈谷市立朝日中学校

　小田 彩峰 　100kmを捉えろ！必勝中敷 中3 千葉 　千葉市立打瀬中学校

最優秀団体賞 　上田 建仁 愛知 　豊田少年少女発明クラブ

　犬塚 清隆 愛知    刈谷市立双葉小学校

　小倉 恭彦 岡山    岡山大学教育学部附属中学校

　鈴木 竹久 愛知    刈谷市立住吉小学校

　淵上 麻由美 愛知    刈谷市立小垣江小学校

　樋上 睦芳 和歌山    和歌山県立向陽中学校

この他　佳作 ５０件、努力賞 ５７件、努力団体賞 ７団体

市村アイデア奨励賞

市村アイデア記念賞

優秀団体賞

奨励団体賞



第48回市村アイデア賞　（平成29年11月17日）

賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 中村　明流人 災害を知らせる雨量計（ゲリラごう雨けんち） 小4 愛知 刈谷市立亀城小学校

市村アイデア優秀賞 高橋　茉綾 らくらく持てちゃうモテモテハンドル 中3 島根 出雲市立河南中学校

審査委員長特別賞 小坂　空 シグナル・ハンドソープ 中1 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

朝日小学生新聞賞 近藤　愛菜 楽ラク球ひろい！ 小6 愛知 刈谷市立日高小学校

朝日中高生新聞賞 堤　瑞 簡単ピックアップ単語帳 中3 和歌山 和歌山県立向陽中学校

科学技術館 館長賞 鈴木　隆太 アルキメデスのため息 小5 滋賀 個人応募分／大津市立青山小学校

鈴井　菜月 ぎゅうにゅうパックほし 小1 青森 大津市立青山小学校

小川　明音 しみない！転がらない！野菜切りのお助けボトル 小6 愛知 刈谷市立平成小学校

岡﨑　香綸 水流君 小6 愛知 刈谷市立日高小学校

北村　櫂 ペーパースタンダー 中1 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

神谷　優依 無題 中2 茨城 つくば市立吾妻中学校

加藤　咲良 安全第一！ここですレーザー 中3 海外 個人応募分／ジャカルタ日本人学校

小野田　桜子 きんこんかんメリーゴーランド 小1 愛知 刈谷市立日高小学校

江角　颯真 らくらくボールネット 小1 愛知 刈谷市立住吉小学校

小栗　久周 せみとりかんたんたも 小1 愛知 刈谷市立双葉小学校

二宮　遼成 よみがえるインク！！ 小2 愛知 刈谷市立日高小学校

鈴木　皓大 「ぼくかりてます」本にやさしい、とり出しかんたん、マーカー 小2 愛知 刈谷市立住吉小学校

大村　雪葉 水もすっちゃうゾウ 小3 愛知 刈谷市立双葉小学校

大多　詠麻 らくちんエコポット 小3 愛知 刈谷市立双葉小学校

緒方　駿 自動そうじ機（カニさん） 小4 愛知 東田子ども塾

磯村　康成 うきしずみボム 小5 愛知 刈谷市立双葉小学校

柴田　結麻里 計算パズル 小5 愛知 刈谷市立小高原小学校

角南　煌 近所平和風りん 小6 愛知 刈谷市立住吉小学校

岩本　夏実 重さ分散！もちやすいバッグ 中1 岡山 赤磐市立高陽中学校

石川　珠愛 クルリンポイ汚物入れ 中1 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

市川　怜花 急に出ない！飲み口 中1 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

向後　薫 省エネ置くだけカップヒーター 中2 千葉 千葉市立打瀬中学校

梶　滉太 草取りお助けステッキ 中2 愛知 豊田少年少女発明クラブ

中村　華菜 伸縮なべしき 中2 愛知 刈谷市立朝日中学校

井上　詩文 クールシューズ 中2 愛知 豊田少年少女発明クラブ

廣澤　愛 一発命中！！穴あけパンチ 中2 富山 黒部市立桜井中学校

東條　颯眞 天然送風機 中3 愛知 刈谷市立依佐美中学校

有馬　蓮 どこでもブックエンド 中3 愛知 刈谷市立依佐美中学校

猪原　優輔 つかみ熊 中3 愛知 愛知教育大学附属岡崎中学校

井ノ上　瑛人 夏のエチケット～背中ｏｎタオル～ 中3 熊本 熊本大学教育学部附属中学校

井上　加奈子 どこでもＯＰＥＮ！ 中3 福岡 福岡県立嘉穂高等学校附属中学校

鈴木　華子 洗える、流せる、乾せる！時間製造ホース 中3 神奈川 個人応募分／桐蔭学園中学校

最優秀団体賞 神谷　拓生 愛知 刈谷市立双葉小学校

山田　利恵子 愛知 刈谷市立依佐美中学校

尾出　知子 愛知 刈谷市立日高小学校

小池　かおり 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

永野　英樹 愛知 刈谷市立富士松中学校

大丸　公平 福岡 福岡県立嘉穂高等学校附属中学校

この他　佳作 ５０件、努力賞 ８７件、努力団体賞 ４団体

市村アイデア記念賞

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞

奨励団体賞



第49回市村アイデア賞　（平成30年11月16日）
賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 梶　滉太 地球にやさしい泡のカーテン 中3 男性 豊田少年少女発明クラブ

市村アイデア優秀賞 廣澤　愛 伸び～るカードリング 中3 女性 個人応募分

審査委員長特別賞 長崎　創太 落とさないっ手 小6 男性 刈谷市立小高原小学校

朝日小学生新聞賞 鈴木　煌大 ごめんなすってはきますって 小5 男性 刈谷市立住吉小学校

朝日中高生新聞賞 門田　瑠奈 安心・安全！がびょうキャッチャー 中3 女性 久万高原町立美川中学校

科学技術館 館長賞 鈴木　颯太 回転ハンガー 小4 男性 豊田少年少女発明クラブ

肥田　萌永 こしがいたくならないせんたくかご 小2 女性 刈谷少年少女発明クラブ

山本　湊太郎 たおれない絵の具ふで 小3 男性 東田子ども塾

金子　なごみ 動く木工パズル「大きなカブ」 小6 女性 東田子ども塾

鈴木　隆太 アルキメデスのため息２ 小6 男性 個人応募分

千葉　玲美 汗とり・冷やし　コースター 中1 女性 中央大学附属中学校

清水　憲史 非常用給水ジャケット 中1 男性 岡山大学教育学部附属中学校

松尾　太雅 らくらくほうき 小1 男性 刈谷市立双葉小学校

松井　萌彩 ３名様（さんめいさま） 小1 女性 安城市立今池小学校

山王堂　翔也 えさどけい 小1 男性 豊田少年少女発明クラブ

安田　英正 こぼれにくいおぼん 小2 男性 刈谷市立住吉小学校

宮　京子 おたすけななめくん 小2 女性 里庄町立里庄東小学校

大村　鈴音 ラクラクものほしざお 小2 女性 刈谷市立双葉小学校

北条　蒼大 なんまいだぶつ 小2 男性 豊田少年少女発明クラブ

仲野　早里加 こぼれないぞお～ 小2 女性 刈谷市立衣浦小学校

松岡　晃聖 定量ソース・しょうゆ入れ 小3 男性 東田子ども塾

佐光　美咲 牛乳パック分かいマシーン 小3 女性 刈谷市立亀城小学校

真喜志　朋華 ふみふみ水かけくん 小4 女性 那覇市立古蔵小学校

大澤　一翔 くだものシールド 小4 男性 安城市立安城北部小学校

田口　裕真 １つ４役らくらくしおり 小5 男性 刈谷市立富士松南小学校

藤田　弘毅 おでかけがたのしみになるサンダル（パンダ） 小5 男性 岡山大学教育学部附属小学校

本多　正樹 長さ、幅、奥行きが測れるはさみ 小5 男性 刈谷市立富士松東小学校

三井　遥香 クツ乾燥機 小6 女性 安城市立丈山小学校

平岡　陽菜 びよーんティッシュ 中1 女性 熊本大学教育学部附属中学校

渡邉　翔太 ペン型ノック式芯ケース 中1 男性 早稲田大学高等学院中学部

菊池　遥 全自動風力物干し 中1 男性 早稲田大学高等学院中学部

小崎　真之介 命を守るイス 中1 男性 刈谷市立朝日中学校

小倉　拓也 循環式いつまでも冷たい水まくら 中1 男性 つくば市立手代木中学校

伊東　秀真 転倒防止フロントスタンド 中2 男性 刈谷市立依佐美中学校

松岡　令 ふき込ぼれないなべ 中2 男性 熊本大学教育学部附属中学校

浜渡　彩乃 ブック（book）吸盤 中2 女性 八戸市立明治中学校

永野　稜真 可動式雨どい 中3 男性 都城市立五十市中学校

最優秀団体賞 上田　建人 愛知 豊田少年少女発明クラブ

鈴木　竹久 愛知 刈谷市立住吉小学校

水野　泰杜 愛知 刈谷市立双葉小学校

犬塚　章夫 愛知 刈谷市立小高原小学校

犬塚　清隆 愛知 刈谷市立朝日中学校

加藤　利幸 愛知 東田子ども塾

この他　佳作 ５０件、努力賞54件、努力団体賞 10団体

市村アイデア記念賞

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞

奨励団体賞



第50回市村アイデア賞　（令和元年11月22日）
賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 横地　政春 カラクリ「生き物図かん」 小3 愛知 東田子ども塾

市村アイデア優秀賞 大橋　琉介 漏斗deスプーン 中2 愛知 刈谷市立刈谷南中学校

審査委員長特別賞 市川　怜花 油水分けますポット 中3 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

朝日小学生新聞賞 原　聖奈 eye（アイ）風鈴 小6 愛知 刈谷市立富士松北小学校

朝日中高生新聞賞 廣田　結子 ムダゼロポンプ 中3 和歌山 和歌山県立向陽中学校

科学技術館 館長賞 山口　陽詩 片手で切れる！キッチンペーパーホルダー 小6 愛知 個人応募分

高山　恵衣 こぼれない！？安心飲み物入れ 小5 愛知 刈谷市立かりがね小学校

野々山　葉子 お米がおいしくたけるてんびん 小5 愛知 刈谷少年少女発明クラブ

竹田　奈央 ほうきピカピカちりとり 小5 愛知 刈谷市立住吉小学校

内藤　壮馬 災害時も安心・便利　楽楽楽楽カート 中1 愛知 安城市立安城北中学校

大多　胡亜
エアー（空気）とメタル（金属）のコンビネーションで結露を管理
し排出するシステム　”ワンタッチエメコン”

中2 愛知 刈谷市立依佐美中学校

早川　愛奈 海の汚れへらすプーン 中3 愛知 名古屋市立汐路中学校

細谷地　凛心 しせいOKおでこらくらくマシン 小2 愛知 刈谷市立かりがね小学校

杉江　晴悠 スッキリくん 小2 愛知 刈谷少年少女発明クラブ

田中　智悠 パワフルホッチキス 小2 愛知 刈谷市立小高原小学校

堀田　遼介 フルエールエサタベール 小4 愛知 豊田少年少女発明クラブ

有村　絆那 飛ばないフック 小4 鹿児島 鹿児島大学教育学部附属小学校

大島　正太郎 安心くぎうちぼう 小4 愛知 豊田少年少女発明クラブ

古井　紅羽 風のメロディー 小4 愛知 安城市立安城東部小学校

大多　詠麻 うっかり、風呂の栓をしわすれても安心 ホールイン ワンダフルンバ 小5 愛知 刈谷市立双葉小学校

田中　丈誠 ブレーキお知らせランプECO 小5 愛知 豊田少年少女発明クラブ

河村　真歩 光る防災スリッパ　プレミアム 小5 愛知 刈谷市立日高小学校

相生　理瑛 生乾き防止ハンガー 小6 愛知 刈谷市立富士松北小学校

村佐　達也 持ち運べる合羽物干し（自転車用） 中1 愛知 刈谷市立富士松中学校

坂本　陸 このつえころがるんですよ！！ 中1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

花﨑　夢 アイストロー 中1 兵庫 姫路市立大津中学校

長岡　蔵人 ネットで作る携帯石けん 中1 岡山 里庄町立里庄中学校

井本　芽唯 ペットボトル倍速注ぎ口 中1 岡山 里庄町立里庄中学校

岡田　璃子 命を守る自転車用チャイルドシート 中2 愛知 安城市立安城北中学校

小川　明音 伸縮自在！のびーる額縁 中2 愛知 刈谷市立雁が音中学校

加藤　春花 くるっと回転！スリッパテーブル 中2 愛知 個人応募分

野口　兼瑶 保冷プチプチ 中2 佐賀 唐津市立西唐津中学校

伊東　秀真 らくらくコンタクトミラーリング 中3 愛知 刈谷市立依佐美中学校

竹口　麻耶 スパイラル傘立て（勝手にねじれてきれいに収納） 中3 愛知 刈谷市立依佐美中学校

神前　茉央 正確な距離と角度で測れる血圧計 中3 愛知 刈谷市立依佐美中学校

德永　優美 いつでもあけられるビニール袋 中3 鹿児島 錦江町立田代中学校

最優秀団体賞 服部　孝司 愛知 刈谷市立依佐美中学校

浅田　敏宏 愛知 刈谷市立富士松北小学校

大島　寿治 愛知 豊田少年少女発明クラブ

佐野　吉則 愛知 刈谷市立かりがね小学校

渥美　雅己 愛知 安城市立安城北中学校

近藤　正紀 愛知 刈谷市立刈谷南中学校

この他　佳作 ５０件、努力賞６２件、努力団体賞１０団体

市村アイデア記念賞

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞

奨励団体賞



第51回市村アイデア賞　（令和2年度）
賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 秋山 結 冷えグルグル君 小3 東京 成蹊小学校

市村アイデア優秀賞 法邑　未来 芯替え不要！！ 芯ケースの新シャーペン 中3 福井 個人応募分

審査委員長特別賞 山本　和佐 かわくとわかるよ！マスクシーソー 小2 愛知 刈谷市立双葉小学校

朝日小学生新聞賞 増田　早紀 蛇口の使い分け補助レバーロブスターくん＆ロブスターくんJr. 小4 愛知 安城市立梨の里小学校

朝日中高生新聞賞 菊池　海麗 レジ用質問ファイル（ユニバーサルデザイン） 中1 岩手 盛岡市立下橋中学校

科学技術館 館長賞 吉岡　秀祥 シルバーに優しい構内案内図 中1 東京 豊島区立駒込中学校

仲野　早里加 かいてき読書ライト 小4 愛知 刈谷市立衣浦小学校

樋田　爽来 コンパクト折りたたみ傘ホルダー 中2 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

黒澤　娃寧 無駄にしま栓 中3 群馬 藤岡市立北中学校

加藤　春花 吾輩は万能な靴である 中3 愛知 個人応募分

山本　空 ゆびわフィルム 中3 京都 京都市立下京中学校

大多　胡亜 腰痛軽減 ほっこり元気ベルト 中3 愛知 刈谷市立依佐美中学校

近藤 光翼 水とうのひもからまらん 小1 愛知 刈谷市立かりがね小学校

松田　永羽 わすれんBOX 小2 愛知 刈谷少年少女発明クラブ

黒田　侑里 一人で回わせるくるくる大なわとびそうち 小2 愛知 刈谷少年少女発明クラブ

杉江　晴悠 ぬぎはきステッキ 小3 愛知 刈谷市立住吉小学校

近藤　颯香 きれいにふく しまえるくん 小3 愛知 刈谷市立かりがね小学校

佐藤　晴月 なみなみ定規 小4 愛知 豊田少年少女発明クラブ

川原　彩瑛 メロディークッション 小4 愛知 豊田少年少女発明クラブ

八尾　咲紀 ぱぱっとかたづけ！らくらく花火バケツ 小4 愛知 刈谷市立小高原小学校

原田　遥月 リバーシブル☆ヘロンの噴水 小5 宮崎 都城少年少女発明クラブ

劉　希裕 ラクラクバケツ 小6 沖縄 那覇市立古蔵小学校

大多　詠麻 楽ちん風呂（フロ）ート 小6 愛知 刈谷市立双葉小学校

今村　友音 AIを利用した自動車安全停止装置 中1 神奈川 個人応募分

安田　悠一郎 エコで節電！冷蔵庫クーラー 中1 愛知 刈谷市立刈谷南中学校

小田　つき乃 きれきれケチャップ 中1 愛媛 西宇和郡伊方町立三崎中学校

吉田　羚乃 どこからでもとれるボール入れ 中1 愛知 刈谷市立依佐美中学校

原　聖奈 袋が開くtree（ツリー） 中1 愛知 刈谷市立富士松中学校

堀　倫太朗 どこでもマウス 中2 愛知 豊田少年少女発明クラブ

松本　ひなた ピン立てハーリー 中2 愛知 安城市立安城南中学校

岡田　美姫 なでると色が変わる布 中3 佐賀 個人応募分

島田　はるか 楽ランチ 中3 岡山 岡山大学教育学部附属中学校

小暮　美順 だれでもラクして新聞をギュッ！とできるストッカー 中3 愛知 刈谷市立刈谷東中学校

高木　美結 Hide リボン 中3 兵庫 姫路市立大津中学校

坂元　七彩 どこでもシート 中3 佐賀 佐賀県立武雄青陵中学校

小川　明音 足元快適！クーラーサンダル 中3 愛知 刈谷市立雁が音中学校

原　優介 紙整え機 〝Ça　ira″ 中3 広島 広島市立幟町中学校

最優秀団体賞 上田　建仁 愛知 豊田少年少女発明クラブ

倉内　祐子 東京 成蹊小学校

中村　僚志 愛知 刈谷市立刈谷南中学校

松葉　覚 岩手 盛岡市立下橋中学校

山下　博久 愛知 刈谷少年少女発明クラブ

米田　功 愛媛 伊方町立三崎中学校

この他　佳作 ５０件、努力賞８４件、努力団体賞８団体

優秀団体賞

市村アイデア記念賞

市村アイデア奨励賞

奨励団体賞



第52回市村アイデア賞　（令和3年度）
賞　　名 受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

文部科学大臣賞 加藤 愛実 オルゴール式　忘れ物防止本立 小4 愛知 東田子ども塾

市村アイデア優秀賞 髙田 優菜 ポイッと傘袋 中2 福岡 小郡市立三国中学校

審査委員長特別賞 藤井 洸輔 おろし押し出しブタ 中2 岡山 総社市立総社西中学校

朝日小学生新聞賞 松田 永羽 ラ歯ーブラシホルダー 小3 愛知 刈谷市立住吉小学校

朝日中高生新聞賞 薄井 友里奈 立ち上がり補助椅子 中2 愛知 刈谷市立雁が音中学校

科学技術館 館長賞 山下 慎之祐 らくらく手袋キュッポンくん 小6 愛知 豊田少年少女発明クラブ

水野 陽葵 タオルをひっぱるとのびーるマシン 小1 愛知 刈谷市立双葉小学校

水口 優莉子 ケンカにならないケーキカッター 小3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

関藤 充咲 ハイブリッドくつべら 小6 愛知 刈谷市立富士松北小学校

金井 成 水切り傘ホルダー 中2 東京 豊島区立駒込中学校

安田 悠一郎 自動で殺菌！！ 回転つり革 中2 愛知 刈谷市立刈谷南中学校

中西 陽弥 片手でふきんしぼれるマシーン 小1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

杉野 友香 eco hat 小1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

加藤 葉月 しゃったーをあげるきかい 小1 愛知 刈谷市立住吉小学校

近藤 光翼 かいものぶくろもちはこべ～る 小2 愛知 刈谷市立かりがね小学校

盛岡 綾 ぜったい　よごさん　水道 小2 愛知 刈谷市立住吉小学校

佐々木 康之助 かた手でくるんと結べます 小2 愛知 豊田少年少女発明クラブ

多飯田 惇嗣 ニコニコ給食マシーン 小3 愛知 豊田少年少女発明クラブ

黒田 侑里 はみがきみるみーるミラー 小3 愛知 刈谷少年少女発明クラブ

川添 琉希 なだれない本だな 小4 宮崎 都城少年少女発明クラブ

田中 愛羽 パックパッカー 小4 愛知 刈谷市立双葉小学校

沓名 千里 便利な　筆入れ 小4 愛知 安城市立丈山小学校

板倉 由征 タイムアジャスト新・砂時計 小5 愛知 豊田少年少女発明クラブ

坂野 想來 ラクラクふくろ開け 小5 愛知 刈谷市立双葉小学校

古賀 清敬 らくらくかんきせん 洗いき 小5 愛知 豊田少年少女発明クラブ

森島 茉央 ソーイング変形ゲージ 小6 愛知 刈谷少年少女発明クラブ

平内 隼 伸び縮みするダンボール箱ラック 小6 愛知 刈谷市立かりがね小学校

野々山 葉子 汎用箱型分配装置 中1 愛知 知立市立知立中学校

清田 和花 マチと向きが変わるエコバッグ 中1 東京 中央大学附属中学校

島村 大夢 花火のゴミ そのままポイッ！！ 中1 岡山 岡山市立竜操中学校

江崎 綸 輪ゴム楽（ラク）リップ 中1 愛知 豊田少年少女発明クラブ

横田 直弘 小学生でも安全安心ガビョウとり容器 中1 岡山 総社市立総社西中学校

本間 柚葉 危険 SIRASERU 中2 千葉 千葉市少年少女科学クラブ

藤岡 小温 提示スライダー 中3 愛知 刈谷市立富士松中学校

竹田 心那 楽しく収納 かわいく充電 中3 福井 敦賀市立松陵中学校

綿屋 小羽音 下敷きホウキ 中3 宮崎 都城市立妻ケ丘中学校

最優秀団体賞 上田　建仁 愛知 豊田少年少女発明クラブ

畔柳　豊 愛知 刈谷市立住吉小学校

葉山　靖彦 愛知 刈谷市立双葉小学校

木野　昌孝 愛知 刈谷市立雁が音中学校

相羽　孝彦 愛知 刈谷市立富士松東小学校

工藤　正則 福岡 小郡市立三国中学校

この他　佳作 ５０件、努力賞９２件、努力団体賞９団体

市村アイデア記念賞

市村アイデア奨励賞

優秀団体賞

奨励団体賞














