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富山県知事賞 ５-１１ 高岡市 高岡市立能町小学校 5 和泉　圭祐 共生世界うんちきゅう

富山県教育委員会教育長賞 ３-１２ 高岡市 高岡市立定塚小学校 3 野崎　大翔 すけるれいぞうこ

富山県発明協会会長賞 ２-３ 氷見市 氷見市立窪小学校 2 伊藤　光樹 ワープ電車が走る未来

富山県発明協会会長賞 ６-１４ 高岡市 高岡市立福岡小学校 6 上杉　愛翔 花粉清浄木

富山新聞社長賞 ３-１０ 高岡市 高岡市立横田小学校 3 岡田　悠煌 バリアウォッチ

富山新聞社長賞 ６-８ 射水市 射水市立小杉小学校 6 杉本　樹 ナビゲーションキャップ

金賞 １-５ 南砺市 南砺市立福光東部小学校 1 中島　優美菜 げんきスタンド

金賞 ２-２０ 高岡市 高岡市立戸出西部小学校 2 桶川　陽生 らくらくリュック

金賞 ３-７ 富山市 富山市立蜷川小学校 3 浅野　芯太朗 海の中にすんでいる自分

金賞 ４-２ 富山市 富山市立五福小学校 4 藤田　魁琉 お魚迷路工場

金賞 ５-１ 富山市 富山市立五福小学校 5 山﨑　僚太
脳内感知センサー付きの乗り物と、屋外自動清掃機
が走る街

金賞 ６-１ 富山市 富山市立五福小学校 6 役川　聡菜 「心」をもつケア・アンドロイド誕生

銀賞 １-４ 南砺市 南砺市立福光東部小学校 1 中島　優利香 空気の玉手箱

銀賞 １-１２ 上市町 上市町立陽南小学校 1 野嶋　珠吏 快適カプセル

銀賞 ２-６ 富山市 富山市立蜷川小学校 2 尾苗　歩 空飛ぶ飛行バイク

銀賞 ２-１９ 高岡市 高岡市立千鳥丘小学校 2 山本　絢大 あったかひえひえチャージふく

銀賞 ３-２ 富山市 富山市立五福小学校 3 稲垣　優里 お空の学校と海の家

銀賞 ３-５ 富山市 富山市立芝園小学校 3 張　瑞萌 とび回るチョウの家

銀賞 ４-１０ 高岡市 高岡市立川原小学校 4 藤川　裕羽 海をきれいにするすご～い船

銀賞 ４-１１ 高岡市 高岡市立東五位小学校 4 岩﨑　七海 バリエーション・バレン

銀賞 ５-７ 砺波市 砺波市立出町小学校 5 沖田　結月 アザラシ海のおそうじ隊

銀賞 ５-１２ 高岡市 高岡市立野村小学校 5 井畠　丈翔 近未来の通学風景

銀賞 ６-１１ 高岡市 高岡市立博労小学校 6 高木　克樹 未来と歴史の共存

銀賞 ６-１３ 高岡市 高岡市立能町小学校 6 辻本　和望 絶滅危惧種を保護するサメ型ロボット

銅賞 １-１ 南砺市 南砺市立福光中部小学校 1 河合　亮怜 ライオンとなかよし

銅賞 １-３ 富山市 富山市立芝園小学校 1 松田　振太朗 未来のカメの家

銅賞 １-１７ 高岡市 高岡市立下関小学校 1 宮井　晴菜 夢の家

銅賞 ２-１３ 上市町 上市町立陽南小学校 2 追本　翔 ミラクルバット

銅賞 ２-１６ 高岡市 高岡市立西条小学校 2 笹谷　芳生 かみきりむしの木のおうち

銅賞 ２-１８ 高岡市 高岡市立二塚小学校 2 嶋　隆之介 道まよいボウシ

銅賞 ３-６ 入善町 入善町立黒東小学校 3 小路　璃久 きょうりゅうコースター

銅賞 ３-９ 南砺市 南砺市立福光東部小学校 3 開　恒介 タイムトラベル

銅賞 ３-１１ 高岡市 高岡市立成美小学校 3 中村　壱星 ロボットたちの未来

銅賞 ４-５ 射水市 射水市立中太閤山小学校 4 向田　隼太朗 地球からいろいろな星へ

銅賞 ４-７ 砺波市 砺波市立砺波東部小学校 4 関　敬美 地球にやさしい！リサイクル冷ぞう庫

銅賞 ４-９ 砺波市 砺波市立庄川小学校 4 吉藤　ゆな 未来の山の中のおうち

銅賞 ５-６ 砺波市 砺波市立砺波東部小学校 5 茂　幹樹 植物をいっしゅんで生長させるスプレー

銅賞 ５-８ 砺波市 砺波市立砺波北部小学校 5 畑山　優空 好きな食べ物想像キャンディー

銅賞 ５-１３ 高岡市 高岡市立千鳥丘小学校 5 鎌谷　大樹 レスキューロボットカメカメさん

銅賞 ６-２ 富山市 富山市立五福小学校 6 小林　芙優香 戦場で人々を救うイエローロボット

銅賞 ６-７ 南砺市 南砺市立井口小学校 6 山﨑　悠矢 宇宙探検隊

銅賞 ６-１２ 高岡市 高岡市立伏木小学校 6 金田　泰征 森や自然を守るシステム
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