
（公財）新技術開発財団

第１回 市村アイデアサークル賞　（昭和４５年５月２５日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

Ａクラス you マキコミ式洗濯ロープ 中２ 長野県 穂高中学校

Ｂクラス 大石　利亀夫 教育ピアノ 中３ 福岡県 光友中学校

佐古　正文 額縁付貯金箱 中２ 香川県 坂出中学校

三好　三男 べんとう箱ケース 中３ 大阪府 扇町中学校

第2回 市村アイデアサークル賞　（昭和４６年１０月２０日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

加藤　友康 自動石けんたわし 中１ 東京都 蔵前中学校

渡辺　克任 空気かさ 中１ 福島県 神指中学校

小林　宏司 芯研器 中２ 東京都 蔵前中学校

白川　清 太陽高度測定器 中３ 東京都 鶴川第二中学校

高橋　敏明 太陽高度測定器 中３ 東京都 南中学校

平岡　泰 消しゴムのかす処理器 中３ 兵庫県 本山中学校

鈴木　秀明 改良画びょう 中２ 東京都 蔵前中学校

池上　さやか ビニールの袋切り 中１ 東京都 鶴川第二中学校

広瀬　直子 洗濯機用洗剤計量器 中３ 東京都 鶴川第二中学校

関根　淳夫 虫取りしぼりあみ 中１ 東京都 蔵前中学校

第3回 市村アイデアサークル賞　（昭和４７年１０月２６日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

Ａクラス 嶋田　信希 改良まくら 中３ 東京都 蔵前中学校

発明クラブ一同 アイロン台 ３ 茨城県 出島村立北中学校

大久保　敏子 ハンカチばさみ 中２ 福島県 神指中学校

坪谷　功栄 風呂用万能報知器 中２ 福島県 神指中学校

発明クラブ一同 穴の深さのわかるきり 中３ 茨城県 出島村立北中学校

村岡　肇 壁掛け非常灯 中３ 福島県 磯部中学校

白川　浩 すそほこり防止具 中１ 東京都 鶴川第二中学校

島田　章 風向に左右されず直進するヨット 中１ 東京都 鶴川第二中学校

斉藤　奈都美 ドレッシング作りびん 中２ 東京都 鶴川第二中学校

河合　幸久 物いれ付きハンガー 中３ 東京都 蔵前中学校

第4回市村アイデアサークル賞　（昭和４８年１０月２５日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

前川　道博

若松　洋治

竹尾　清春 ウォターワイパー 中２ 東京都 鶴川第二中学校

杉山　栽一 標準時のわかる地球儀 中１ 東京都 蔵前中学校

武田　正憲 コンパス用定規 小６ 岩手県 厨川小学校

遠藤　裕子 じゃまにならない物干竿 中２ 東京都 鶴川第二中学校

加藤　友康 歯磨チューブ押出しローラー 中３ 東京都 蔵前中学校

武田　義信 土管そうじ器 中３ 茨城県 出島村立北中学校

永井　喜博 点滅式横断歩道 中３ 新潟県 東新潟中学校

前川　敏行 切って物のつかない包丁 中１ 茨城県 出島村立北中学校

賞　　名

賞　　名

賞　　名

賞　　名

Ｃクラス

Ｂクラス

Ｃクラス

Ａクラス

Ｂクラス

Ｃクラス

Ａクラス 練習用ハードル 中２

Ｂクラス

Ｃクラス

茨城県 出島村立北中学校
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（公財）新技術開発財団

第5回 市村アイデアサークル賞　（昭和４９年１０月３０日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

谷口　裕治 倒れてもこぼれない醤油入れ 中３ 兵庫県 上野中学校

柴原　禎宣 蓋なしチューブ 小５ 三重県 浜島小学校

原　一宏 ゴミの落ちない塵取り 中２ 東京都 文京区立第四中学校

雲井　正義 耳栓付水中メガネ 中３ 神奈川県 上鶴間中学校

兼松　次郎 コンセント式スイッチ 中１ 徳島県 鳴門第一中学校

小倉　富美子 改良ドア 小６ 千葉県 興野小学校

斉藤　啓一 ペン字練習機 中２ 埼玉県 朝霞第一中学校

安間　直明 抜けにくいコンセント 中３ 東京都 鶴川第二中学校

遠藤　裕子 汚れをよせつけない壁 中３ 東京都 鶴川第二中学校

山口　卓男 非常はしご（団地又は学校用） 中３ 東京都 鶴川第二中学校

三木　浩次 電池の消耗報知器 中３ 兵庫県 小田北中学校

第6回 市村アイデアサークル賞　（昭和５０年１０月２７日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

伊藤　重樹

飯田　恵司

林　泰子

小畑　浩 自在クラブ表 中３ 秋田県 大館市立第一中学校

紀中　伸介 だれでも“きれいに切れる”サランラップ 中１ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

斉藤　美智子 電話器 中２ 茨城県 出島村立北中学校

青柳　喜浩 便利な本立て 中２ 秋田県 大館市立第一中学校

黒田　重治 ひっかけコップ 中１ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

志村　順 見つけやすい“カバー”ガラス 中２ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

藤田　実 紙の内部切りバサミ 中３ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

田中　学 健康スリッパ 小６ 新潟県 新井市立矢代小学校

技術クラブ 飛行船のピッチング制御用ウインチの改良 中２ 徳島県 石井中学校

第7回 市村アイデアサークル賞　（昭和５１年１１月１日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

久米　博文

富山　剛

浅野　文洋 ボタン式本とり本たて 小６ 宮城県 館腰小学校

川原　ふみか ２枚可動式棒定規 中１ 秋田県 大館市立第一中学校

鈴木　裕 安全蚊とり線香受け 小６ 千葉県 鶴沢小学校

西尾　宏治 噴出液防止器付き試験管ばさみ 中３ 秋田県 大館市立第一中学校

谷地田　工 メスシリンダーカード 中３ 秋田県 大館市立第一中学校

渋谷　正夫 ツメ折りなしカセットテープ 中２ 東京都 鶴川第二中学校

紀中　伸介 すぐわかる使用、未使用フィルム 中２ 東京都 鶴川第二中学校

松沢　信雄 Ｙシャツにつける校章 中２ 東京都 鶴川第二中学校

山口　佳孝 べんりなカレンダー 中２ 東京都 鶴川第二中学校

吉川　則正 簡単に開く牛乳パック 中３ 東京都 鶴川第二中学校

木川　真佐枝

出沼　しづ子

出沼　和恵

貝塚　定夫 改良郵便ポスト 中２ 茨城県 出島村立北中学校

菅沢　文雄

鈴木　武文

山下　益生

近藤　慎治

賞　　名

賞　　名

賞　　名

Ｂクラス

Ｃクラス

最優秀賞

優秀賞

努力賞

Ｂクラス

Ｃクラス

便利な楽ふ台 茨城県中１ 出島村立北中学校

中１

自動車の動力を利用したリフト 中２

徳島県 石井中学校

のびちぢみする、しょう油さし

１人で練習できる卓球台

中２

中１

茨城県

茨城県

流量表示弁

徳島県

出島村立北中学校

出島村立北中学校発明クラブ代表

石井中学校
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（公財）新技術開発財団

第8回 市村アイデアサークル賞　（昭和５２年１０月２７日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

磯田　菊生 小鳥の保温器 小６ 神奈川県 横山小学校

伊藤　隆夫 太い所と細い所に使い分けられる便利なのり 中１ 秋田県 大館市立第一中学校

上田　理絵 お皿付き押すだけポット 中３ 東京都 鶴川第二中学校

宇野　博子 モールス符号即時解読表 中３ 東京都 鶴川第二中学校

石井　篤

飯田　正二

小松崎　克彦

森　隆一郎 太陽高度、方位両用観測器 中１ 愛知県 御田中学校

井上　誠一 自動水やり機 小６ 岡山県 長尾小学校

梅野　徹 便利な携帯絵の具セット 小３ 千葉県 千葉大学附属小学校

高久　誠 簡単につけられるしおり 中３ 東京都 鶴川第二中学校

大野　紀広 ＥＰアダプターのいらないターンテーブル 中３ 東京都 鶴川第二中学校

七栗　隆行 はかって切れるセロテープ台 中３ 東京都 鶴川第二中学校

七栗　隆行 小皿付き弁当箱 中３ 東京都 鶴川第二中学校

穴道　靖 工場制農業をめざすサツマイモの養液栽培 中３ 島根県 松江市第二中学校

川原　ふみか 改造ピンセット 中２ 秋田県 大館市立第一中学校

見崎　克己 茨城県

貝塚　敦 茨城県

桜井　重利 茨城県

中１ 福井県

中２ 福井県

中３ 福井県

若林　秀彦 横流し用ネガキャリア 中３ 山梨県 勝沼中学校

雨宮　きよみ 改良エプロン 中３ 山梨県 勝沼中学校

内田　憲 打撃力メーター 中１ 山梨県 勝沼中学校

第9回 市村アイデアサークル賞　（昭和５３年１０月２６日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 内田　憲 コンタクト・レンズ脱着具 中２ 山梨県 勝沼町立勝沼中学校

山本　敬三 安全ガードレール 小５ 山口県 光市立三井小学校

北島　啓嗣 鉛筆の持ち方習得器具 中３ 埼玉県 上尾市立大石中学校

磯田　菊生 じゅんかん水まくら 中１ 神奈川県 相模原市立清新中学校

糸賀　佳織 のびちぢみくつほしき 小３ 千葉県 千葉市立誉田小学校

井上　恭子

小川　恵子

勝部　典子

北村　弘子

石橋　ゆかり

鈴木　協一郎 歯科用応答機 中２ 神奈川県 横浜市立戸塚中学校

石井　康大 パックかつおぶし 中２ 秋田県 大館市立第一中学校

畠山　浩 スプナー 中２ 秋田県 大館市立第一中学校

亀谷　弥生

斉藤　純子

一乗　朋義 ポスターはり器 中１ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

鮎沢　達仁 風向きがわかる鳥のえさ台 中２ 山梨県 勝沼町立勝沼中学校

吉村　祐太郎 植木ばちとめ 中１ 福井県 福井市立明道中学校

岡本　昌憲 コップ洗い機 中１ 福井県 福井市立明道中学校

南部　幸宏 パンチ付きファイル 中３ 福井県 福井市立明道中学校

菊池　初枝 カットバンのくふう 中３ 栃木県 馬頭町立馬頭中学校

稲垣　智子 かべかけ土人貯金箱 小５ 富山県 富山市立総曲輪小学校

平井　大生 プロペラ付きタコ 小６ 富山県 富山市立総曲輪小学校

木川　光子 庭球コート用ライン引き 中２ 茨城県 出島村立北中学校

ベルト車とはずみ車の連結作用 中３ 島根県 松江市立第二中学校

賞　　名

賞　　名

反射板の角度が変わるストーブ

べんりな焼き網

優秀賞

安全ブレーカー付きコードリール明道中学校アイデアクラブ

出島村立北中学校

明道中学校

努力賞

中１

     出島村立北中学校中２ 茨城県

優秀賞

努力賞 ミラーウォッチ 中１ 東京都 町田市立鶴川第二中学校
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（公財）新技術開発財団

第10回 市村アイデアサークル賞　（昭和５４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 畠山　浩 たてよこ自由型ホッチキス 中３ 秋田県 大館市立第一中学校

小林　由樹 自転車の前、後輪洗い器 小６ 千葉県 千葉市立みつわ台北小学校

辻　和明 改良した弁当のおかず入れ 中２ 山梨県 勝沼町立勝沼中学校

鈴木　協一郎 バッチ付き手帳 中３ 神奈川県 横浜市立戸塚中学校

磯田　菊生 安全自転車の工夫 中２ 神奈川県 相模原市立清新中学校

安部　信義 べんりな新聞ばさみ 小３ 千葉県 千葉市立千草台小学校

糸賀　久充代 あせかき防止ランドセルせあて 小３ 千葉県 千葉市立誉田小学校

坪田　博行 省エネ用玄関時限ランプ 中１ 千葉県 国立千葉大学教育学部附属中学校

佐藤　公紀 コイン入れ付き傘 中２ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

大熊　理恵子 色つきカセットテープ 中２ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

佐藤　洋彰 片手用植木ばち運搬器 中３ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

山縣　康夫 カセット・カードカー 中３ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

高橋　聡 切ってもおちないハサミ 中３ 山形県 米沢市立第二中学校

泉　達也 比色用万能試験管 中３ 秋田県 大館市立第一中学校

杉山　征爾 きゅうすつきエアーポット 中３ 静岡県 沼津市立第五中学校

矢頭　祐治 折りたたみがさのくふう 小４ 愛知県 名古屋市立弥富小学校

河合　義人 早書き便利コンパス 小５ 東京都 練馬区立大泉第二小学校

藤田　功 ラップとホイルのくふう 中３ 栃木県 馬頭町立馬頭中学校

第11回 市村アイデアサークル賞　（昭和５５年１１月６日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 北野　岳彦 便利な剣道の面 中３ 岐阜県 下呂町立竹原中学校

山口　恵一 どんな方位もはかれる風向計 小６ 千葉県 千葉市立真砂第一小学校

杉山　和久 タンカにもなる寝袋 小５ 静岡県 沼津市立第五小学校

倉崎　敏光 コンセント式ソケット 中３ 佐賀県 白石町立白石中学校

下田　浩平 ライト付きチェーンロック 中３ 京都府 宇治市立宇治中学校

中森　浩司 いろいろにつかえる本たて 小３ 千葉県 千葉市立桜木小学校

石川　和裕 奥の方にもあるネジを楽にしめられるドライバー 中２ 神奈川県 座間市立西中学校

佐藤　宏治 インクの代わりに糸を使ったペン 中１ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

高久　恵子 数学定規 中３ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

宮田　将 便利なおつゆすくい 中２ 東京都 聖徳学園中学校

村上　雅彦 針式直示天びん 中３ 東京都 目黒区立第三中学校

須那　洋三 一定量を測り取るコーヒー容器 小６ 千葉県 八日市場市立飯高小学校

飯島　智明 安全鉛筆けずり、しんとぎ 小４ 神奈川県 横浜市立あざみ野第一小学校

松本　裕幸 九九ピューター 小６ 兵庫県 西宮市立上ケ原小学校

天野　文仁 荷くずれのしない階段荷物運搬車 中３ 山梨県 秋山村立秋山中学校

滝沢　研 カセットテープ回転表示装置 中３ 長野県 長野市立更北中学校

中嶋　和光 新型スペーサー 中３ 秋田県 秋田市立東中学校

打田　礼子 キッチンはかり 中２ 栃木県 馬頭町立馬頭中学校

根岸　俊一 あつくないフライパン 中３ 栃木県 馬頭町立馬頭中学校

賞　　名

賞　　名

努力賞

優秀賞

優秀賞

努力賞
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（公財）新技術開発財団

第12回 市村アイデアサークル賞　（昭和５６年１１月２日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 飯島　智明 空気圧を利用したビンの栓 小５ 神奈川県 横浜市立元石川小学校

佐藤　宏治 サンドペーパーテープ 中２ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

磯田　光大海 クーラー調節器 中１ 神奈川県 相模原市立清新中学校

三浦　直志 ２Ｐホチキス 中２ 秋田県 西仙北町立強首中学校

井口　高幸 電気ジャンケンとアッチムイテ・ホイ！ゲーム 小６ 千葉県 市原市立五井小学校

山口　正樹 足ふみ電動式楽譜めくり機 小６ 千葉県 千葉市立真砂第一小学校

秋山　英樹 押して円を書くコンパス 小６ 千葉県 八日市場市立飯高小学校

菱木　博一 のびちぢみするサンバイザー 小６ 千葉県 八日市場市立飯高小学校

田岡　健 自動エサやり機Ⅶ号（自動エサやり機の研究と製作） 中３ 千葉県 千葉市立真砂第二中学校

本田　善大 殺虫剤用ピンセットつき取手（コップを利用） 中１ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

吉川　美砂子 まきじゃこ 中１ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

関　英木 のこりの量がわかるシャーペンのしん 中２ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

太田　之弘 新・石油のポリタンク 中２ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

堀田　彰孝 はらを打つたぬき 小１ 富山県 富山市立堀川南小学校

太田　万美 改良カセットテープケース 中３ 愛知県 岡崎市立城北中学校

石川　由佳 のびちぢみ定期券 小３ 東京都 聖徳学園小学校

古橋　和也 スタンドの工夫 中２ 栃木県 馬頭町立馬頭中学校

荒井　貴子 すべらないやかんの工夫 中３ 栃木県 馬頭町立馬頭中学校

小松　有二 きゅうすのくふう 中３ 栃木県 馬頭町立馬頭中学校

第13回 市村アイデアサークル賞　（昭和５７年１０月２５日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

滝沢　正哉 シャープコンパス 中１ 新潟県 新津第一中学校

久郷　正徳 カギの工夫（特に、盲人用として） 中２ 栃木県 烏山町立烏山中学校

斉藤　静 漢字あわせ 小３ 福島県 喜多方市立上三宮小学校

小林　宏樹 空気で動く車 小２ 富山県 富山市立熊野小学校

木原　明美 電気がまのふたの工夫 中３ 大阪府 八尾市立成法中学校

幕内　充 簡易生ゴミすて 小６ 群馬県 境町立剛志小学校

伊藤　好文 姿勢をよくする補助バンド 小５ 千葉県 千葉大学教育学部附属小学校

郷　勇人 足にまめが出来ないビーチサンダル 中１ 埼玉県 庄和町立飯沼中学校

永田　泰之 三角形油性ペン 中３ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

稲葉　千早 たまご形冷蔵庫用活性炭 中３ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

高橋　達也 ノートの工夫 中１ 栃木県 烏山町立烏山中学校

両方　義人 温度計の工夫 中３ 栃木県 烏山町立烏山中学校

近藤　さとみ 開け方らくらく紙パック 中２ 愛知県 岡崎市立城北中学校

近藤　真弓 倍速ほうき 中２ 愛知県 岡崎市立城北中学校

奥門　三千男 新・アイスノン 中２ 東京都 目黒区立第十一中学校

賞　　名

賞　　名

優秀賞

努力賞

優秀賞

努力賞
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（公財）新技術開発財団

第１4回 市村アイデアサークル賞　（昭和５８年１０月２５日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 岸本　勇二 川の流れを利用した渡し船 中２ 徳島県 川島町川島中学校

多田隈　直樹 改良荷台用ゴム 中３ 埼玉県 庄和町立飯沼中学校

伊藤　久美 自動えさ補給機 小５ 千葉県 八日市場市立中央小学校

近藤　真弓 スリも横向く買い物かご 中３ 愛知県 岡崎市立城北中学校

太田　雅子 ブラインドの両面そうじ器 小４ 千葉県 千葉市立みつわ台南小学校

山口　恵一 記憶装置付き無線１６方位風向風速計 中３ 千葉県 千葉市立真砂第二中学校

柏木　貞保 ひきだし冷蔵庫 中３ 埼玉県 庄和町立飯沼中学校

鈴木　義勝 ドブフタあげマシーン 中２ 埼玉県 庄和町立飯沼中学校

勝山　敬司 グリップ付きなわとび 中３ 埼玉県 庄和町立飯沼中学校

竹本　真由美 天井用殺虫ざい器具 小６ 富山県 富山市立熊野小学校

内野　正敬 便利なエサ入れ補助具 中３ 東京都 渋谷区立松濤中学校

志賀　愛実 伸縮自在コンセント 中３ 東京都 渋谷区立松濤中学校

渡辺　広恵 体につかないハエとりリボン 中３ 栃木県 烏山町立烏山中学校

久津見　佳栄 おもりと磁石でダンスをする人 小３ 富山県 富山市立堀川南小学校

田中　雅子 ワンタッチラップ 中２ 愛知県 岡崎市立城北中学校

山野　正人 箱入りコンポ 中３ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

小浜　紀宏 魚がんアダプター 中３ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

北條　誠 置き引き防止かばん 中２ 東京都 明星学園中学校

石田　岳生 シール式サンドペーパー 中１ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

第15回 市村アイデアサークル賞　（昭和５９年１０月２６日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

北條　崇博 新案殺虫剤ノズル 小５ 東京都 聖徳学園小学校

半田　昌紀 しぼれるトイレブラシ 中２ 埼玉県 庄和町立飯沼中学校

鈴木　義勝 スノースコップ 中３ 埼玉県 庄和町立飯沼中学校

木原　久美子 しおひがりに使うスコップ 小３ 大阪府 八尾市立八尾小学校

北條　誠 手打式時報器 中３ 東京都 明星学園中学校

相川　暢隆 ごますりき 小５ 千葉県 千葉市立朝日ケ丘小学校

会田　由美子 音が出る歩行器 中３ 山形県 山形市立第四中学校

市川　佳保里 のびちぢみ本立て 中１ 愛知県 岡崎市立城北中学校

佐藤　洋一 ライン消し付きライン引き 小６ 千葉県 八日市場市立飯高小学校

下條　憲二 ニコニコ日直たしかめ板 小５ 福島県 喜多方市立上三宮小学校

石川　美奈子 ふたのおちないきゅうす 中１ 栃木県 馬頭町立馬頭中学校

大高　元 刃つきティシュ（トイレット）ペーパー 中２ 東京都 町田市立成瀬台中学校

増井　朝子 芝生に穴をあけるゲタ 中２ 東京都 町田市立成瀬台中学校

福山　小百合 魚ほし 中２ 東京都 町田市立成瀬台中学校

川上　貴教 破線定規 中３ 栃木県 烏山町立烏山中学校

永山　成美 戸締りＯＫステッカー 中３ 栃木県 烏山町立烏山中学校

櫻井　多聞 自動閉式ドア 中１ 静岡県 富士市立岩松中学校

賞　　名

賞　　名

優秀賞

努力賞

努力賞

優秀賞
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（公財）新技術開発財団

第16回 市村アイデアサークル賞　（昭和６０年１０月３０日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 土屋　弘恵 目を痛めない洗眼シャワー 小４ 新潟県 佐和田町立二宮小学校

白井　裕 水にうくたわし 中２ 栃木県 馬頭町立馬頭中学校

佐々木　暁子 雨戸半開きロック装置 中１ 東京都 町田市立成瀬台中学校

小松崎　真由美 簡単につめる荷物ゴムひも 中３ 茨城県 石岡市立城南中学校

森本　博之 ありの観察ケース 小６ 滋賀県 マキノ町立マキノ南小学校

中川　市三郎 えんぴつのしんとんがらし器 小６ 滋賀県 マキノ町立マキノ南小学校

杉浦　壮志 がんばり九九号 小３ 千葉県 千葉市立あやめ台小学校

大村　亜希子 一つずつ取り出せる玉子すべり台 小６ 千葉県 千葉市立千草台東小学校

岡部　博美 二重めざまし 中１ 千葉県 千葉大学教育学部附属中学校

佐藤　圭介 えんぴつけずりのついたコアラのえんぴつたて 小１ 富山県 富山市立西田地方小学校

橋詰　悟 はこびやすい高飛びのポール 中１ 新潟県 上越市立城東中学校

松田　勝三 はえたたきでとったはえの処理器 中１ 岩手県 川崎村立川崎中学校

鈴木　達之 包帯の工夫 中２ 栃木県 馬頭町立馬頭中学校

五十嵐　勇介 そうじ機づまりは撲滅あみ 中１ 東京都 町田市立成瀬台中学校

五十嵐　圭日子 測れるセロハンテープ 中３ 東京都 町田市立成瀬台中学校

鈴木　美花 お掃除のパートナー 中２ 愛知県 岡崎市立城北中学校

武智　潤 はんだごて＆ニッパー 小６ 愛媛県 松山市立小野小学校

和智　友恵 太陽の自動記録器 中２ 栃木県 烏山町立烏山中学校

石見　大介 消しゴムのよごれがとれる字消し三角定規 小４ 新潟県 佐和田町立二宮小学校

第17回 市村アイデアサークル賞　（昭和６１年１０月３０日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

関　貴弘 あかちゃん用のおふろ 小５ 栃木県 烏山町立烏山小学校

関　琢真 サッカー一人練習器 中１ 東京都 町田市立成瀬台中学校

加藤　公一 一人で使えるまきじゃく 中１ 埼玉県 宮代町立前原中学校

宮本　真伸 油が手にかからないはし 中１ 福岡県 北九州市立槻田中学校

寺田　淳子 ビー玉メモリー板 小６ 愛知県 刈谷市立亀城小学校

木原　久美子 親子クリップ 小５ 大阪府 八尾市立八尾小学校

磯田　倭香 下がる棚 中３ 神奈川県 相模原市立清新中学校

沼田　利恵 便利な水着 小６ 栃木県 烏山町立烏山小学校

野村　容子 プランター栽培での支え棒 中３ 埼玉県 庄和町立飯沼中学校

和田　昌宏 さかさまティッシュ 小３ 東京都 聖徳学園小学校

桑原　真紀 まがらないほうき 小４ 東京都 聖徳学園小学校

沢石　学 さんかくじしん計 小２ 東京都 星美学園小学校

荒木　澄孝 ピンホール四面カメラ 小３ 東京都 星美学園小学校

平原　興 鏡のワイパー 中１ 東京都 町田市立鶴川第二中学校

内海　在 角度の変わるブラシ 中１ 東京都 町田市立成瀬台中学校

山田　健 あんぜん花火点火台 小３ 新潟県 佐和田町立二宮小学校

山田　孝洋 指圧Ｔシャツ 小６ 新潟県 佐和田町立二宮小学校

沼尻　真希 回転式メスシリンダーホルダー 中３ 茨城県 石岡市立城南中学校

富田　由紀子 ウインクするねこちょきんばこ 小２ 富山県 富山市立蜷川小学校

宮内　徳数 ハシのもちかたをなおすハシ 小６ 愛媛県 松山市立小野小学校

賞　　名

賞　　名

優秀賞

努力賞

優秀賞

努力賞
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（公財）新技術開発財団

第18回 市村アイデアサークル賞　（昭和６２年１０月３０日）　　

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 松井　晃子 盲人用のバスの席 中３ 愛知県 岡崎市立城北中学校

朝日新聞社賞 宮本　景子 音が出るシーソー 小２ 富山県 富山市立奥田小学校

朝日小学生新聞賞 谷口　孝則 せなかにあせをかかないランドセル 小３ 滋賀県 マキノ町立マキノ南小学校

朝日中学生ウイークリー賞 池田　寛之 ３６０°完全送風扇風機 中３ 埼玉県 庄和町立飯沼中学校

青木　周三 使いやすいタワシ 中３ 栃木県 烏山町立烏山中学校

塩沢　和貴 まっすぐくぎ打ち器 小６ 群馬県 榛東村立北小学校

西川　佳孝 ついとつぼうしそうち 小６ 愛媛県 松山市立湯築小学校

長岡　慎太郎 遊びゴミ箱 ５ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

木原　久美子 バケツの握り手の工夫 小６ 大阪府 八尾市立八尾小学校

熊谷　いちろう 放物線三角定規 中３ 千葉県 千葉市立山王中学校

浅野　徹 使いやすいプラモデルのセメダイン 中２ 東京都 町田市立成瀬台中学校

菅野　光春 靴ひものゆるみ止め 中２ 東京都 町田市立成瀬台中学校

神谷　尚志 ゴキブリ捕獲器 中２ 愛知県 刈谷市立依佐美中学校

谷村　尚子 ピョンがえる 小１ 富山県 富山市立西田地方小学校

酒井　達彦 ドアーをしずかにしめるくふう 小２ 東京都 聖徳学園小学校

佐瀬　美由紀 らくらくクリップ 小６ 福島県 喜多方市立上三宮小学校

木暮　周由 あしかの曲芸 小６ 茨城県 石岡市立東小学校

永嶋　健司 あしかの曲芸 小６ 茨城県 石岡市立東小学校

梶原　優 フラワーてんきよほうき 小６ 愛媛県 松山市立湯築小学校

中島　勘寿

高橋　勝一

藤井　憲之

金田　雅貴

土屋　弘恵

池田　珠美

学校賞 馬頭町立馬頭中学校

学校賞 千葉市少年少女科学クラブ

賞　　名

優秀賞

努力賞

中３

小６

小６

強力ナット付きドライバー

記憶合金で動くうでの関節模型

コードリールになるボール整理かご

埼玉県

新潟県

新潟県

宮代町立前原中学校

佐和田町立二宮小学校

佐和田町立二宮小学校
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（公財）新技術開発財団

第19回 市村アイデアサークル賞　（昭和６３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 荒木　さやか 身長測定器 小６ 東京都 聖徳学園小学校

田中　恵子

小山　ユカ

山本　美佳

朝日小学生新聞賞 宇野沢　慎吾 ダブル水まくら ６ 千葉県 八匝少年少女発明クラブ

朝日中学生ウイークリー賞 山下　友大 球状はんだ 中３ 兵庫県 加西市立加西中学校

細井　宏美 やかんこんちゅうさいしゅうあみ 小１ 東京都 星美学園小学校

山田　浩平 いらいらせんのり 小４ 長崎県 佐世保市児童文化館発明教室

佐久間　江利奈 らくらくジュース運び 中１ 埼玉県 庄和町立飯沼中学校

岡部　美幸 せんたくき用ホースホルダー ３ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

杉浦　知志 競争かけ算 ４ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

津田　光子 らくらくレインコート 小６ 福島県 保原町立大田小学校

村岡　亮 いすになるひなん用具セット 小６ 福島県 喜多方市立上三宮小学校

福田　宏倫 便利なとんかち 小５ 栃木県 馬頭町立谷川小学校

松本　竜文 フタもいっしょにすてるカン 小６ 愛媛県 松山市立湯築小学校

十亀　亜井 ダブルシャボン玉 小５ 愛媛県 松山市立湯築小学校

戸田　公子 はがしやすいテープ ６ 茨城県 石岡少年少女発明クラブ

伴野　あゆみ

鈴木　朋子

中村　宏 便利なコップ運び台 中３ 愛知県 刈谷市立朝日中学校

吉村　実 清潔感のある残飯入れ 中３ 静岡県 富士市立田子浦中学校

小山　奈緒子 ワンタッチブックセンサー 中１ 東京都 町田市立成瀬台中学校

大坪　礼 便利ハンガー 中１ 東京都 町田市立成瀬台中学校

吉田　和代 牛乳パック用キャップ 中３ 愛知県 岡崎市立城北中学校

佐藤　英美 改良まちばり 中３ 山梨県 大和村立大和中学校

学校賞 福島県 喜多方市立上三宮小学校

学校賞 愛知県 岡崎市立城北中学校

小６ 新潟県 佐和田町立二宮小学校朝日新聞社賞

賞　　名

しょう点きょり測定器

優秀賞

努力賞

温度計がすぐにみられる百葉箱

６ 茨城県 石岡少年少女発明クラブ
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（公財）新技術開発財団

第20回 市村アイデアサークル賞　（平成元年１０月３０日）

受 賞 者 ア イ デ ア 名 学年 県名 所 属 団 体

最優秀賞 三浦　元喜 コック付きオイルポンプ 中３ 愛知県 岡崎市立城北中学校

朝日新聞社賞 和久　淳也 セロテープの工夫 中２ 栃木県 南那須町立下江川中学校

朝日小学生新聞賞 林　真司 くまのつなひき 小５ 富山県 富山市立奥田小学校

朝日中学生ウイークリー賞 加藤　辰也 かんたん野菜クリップ 中１ 愛知県 刈谷市立朝日中学校

山崎　薫 ふで洗いパイプ 小３ 東京都 星美学園小学校

望月　充子 水切りゴミブクロ作り機 小６ 静岡県 静岡市立麻機小学校

菊原　史夫 スタンドＫｅｙ 中３ 和歌山県 田辺市立高雄中学校

野間　茜 牛乳パックあけき ３ 千葉県 千葉市少年少女科学クラブ

寺崎　梨納 けしゴムホイホイ（定規つき） 小２ 東京都 聖徳学園小学校

川野　柴 改良賞状入れ ３ 千葉県 八匝少年少女発明クラブ

中村　太一 マジックテープつきカップめん 小２ 東京都 星美学園小学校

本間　友子 つけもの石のくふう 小３ 新潟県 相川町立金泉小学校

大喜　俊洋 ネジ式パラソルスタンド 小６ 栃木県 烏山町立烏山小学校

信田　聡美 日直の仕事 ５ 茨城県 石岡少年少女発明クラブ

林　由布子 一発トゲぬき ４ 茨城県 石岡少年少女発明クラブ

吉岡　一宏 わゴムまとめクリップ 小６ 愛媛県 松山市立湯築小学校

木原　久美子 ふとん乾燥機の工夫 中２ 大阪府 八尾市立成法中学校

辻村　有佑 電灯カバー 中１ 静岡県 浜松市立湖東中学校

駒木　敦 小型ハンダごて 中３ 埼玉県 庄和町立飯沼中学校

穂積　央一 手抜きができる（コートローラ） 中１ 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校

小口　修一 犬の自由運動器 中３ 栃木県 南那須町立下江川中学校

重井　将孝 かけ湯蛇口 中１ 東京都 町田市立成瀬台中学校

賞　　名

優秀賞

努力賞
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