
《児童・生徒の部》 （特別賞　１６、優秀賞　１３、奨励賞　１６）

No． 受 賞 名 番号 学 校 名 学年 氏　　名 氏名かな 作品名称

1 発明協会会長奨励賞 601 高岡市立五位小学校 6 西田　睦貴 にしだ　むつき
「フラワークロック」からくり振り子
時計（動力とからくり）

2 富山県知事賞 506 入善町立入善小学校 5 青木　奏良 あおき　そら 服の組み合わせを作ろう！！

3 日本弁理士会会長奨励賞 302 高岡市立五位小学校 3 西田　伊吹 にしだ　いぶき くるくる巻け～るお絵描きボード

4 富山県教育委員会教育長賞 509 黒部市立生地小学校 5 小栁　蒼空 こやなぎ　そら 全部すっちゃいますプレー

5 富山県発明協会会長賞 420 黒部市立中央小学校 4 上里　智佐 あがり　ちさ 祖母のためのえだ豆ハンガー

6 富山市長賞 1002
富山県立富山中部高等学校
片山学園中学校

3
2

斉藤　悠起
斉藤　利叶子

さいとう　ゆうき
さいとう　りかこ

熱中症予防コールドファン

7 高岡市長賞 201 高岡市立能町小学校
2
3

室川　幸太
室川　華香

むろかわ　こうた
むろかわ　はるか

にょろビエ

8 魚津市長賞 624 魚津市立よつば小学校 6 中島　未尋 なかしま　みひろ バイバイ　ウイルス　ポンプ

9 滑川市長賞 108 滑川市立東部小学校 1 石倉　藍 いしくら　あい
とうもろこしの皮のコースター＆牛
乳パックのコースター入れ

10 黒部市長賞 314 黒部市立荻生小学校 3 中島　希 なかしま　のぞみ Ｔシャツにあとがつかないハンガー

11 射水市長賞 804 射水市立小杉南中学校 2 岡本　季歩 おかもと　きほ かぎのかけ忘れ防止キーホルダー

12 氷見市長賞 635 氷見市立窪小学校 6 多嶋　悠希 たじま　ゆうき ティッシュ　エレベーター

13 砺波市長賞 434 砺波市立砺波東部小学校 4 横田　優介 よこた　ゆうすけ しせい注意そうち

14 小矢部市長賞 401 小矢部市立石動小学校 4 上町　優仁 かんまち　まさと ホッケーボールカウンター

15 南砺市長賞 501 南砺市立福光中部小学校 5 正木　瑚春 まさき　こはる らくらくクリーン・マスクBox

16 北日本新聞社長賞 616 黒部市立荻生小学校 6 前田　彩友 まえだ　あゆ 指守り隊　出動！！

17 優秀賞 102 入善町立入善小学校 1 戸田　丈翔 とだ　たける ぽんぷおししょうどくえきそうち

18 優秀賞 211 黒部市立生地小学校 2 小栁　結菜 こやなぎ　ゆな ソーシャルディスタンスプレー

19 優秀賞 213 黒部市立たかせ小学校 2 杉山　詩織 すぎやま　しおり 耳がいたくならないマスクヘアバンド

20 優秀賞 216 黒部市立中央小学校 2 佐々木　伯登 ささき　はくと 帽子の型崩れ防止の洗濯ネット

21 優秀賞 305 入善町立飯野小学校 3 近江　夏音 おおみ　かおと 赤ちゃんメダカの家

22 優秀賞 306 入善町立飯野小学校 3 下村　大哉 しもむら　だいや 水吸い取るかさ立て

23 優秀賞 416 立山町立高野小学校 4 水野　碧咲 みずの　あさき 絶対にぬれない傘

24 優秀賞 426 朝日町立さみさと小学校 4 南部　海斗 なんぶ　かいと セミの羽化が見られるパラパラ写真機

25 優秀賞 515 黒部市立宇奈月小学校 5 清河　そよ きよかわ　そよ まど開けしめぼう

26 優秀賞 604 入善町立ひばり野小学校 6 岩崎　舞桜 いわさき　まお 雨Sunガード

27 優秀賞 628 砺波市立庄東小学校 6 江田　拓真 えだ　たくま ゴム手ぶくろ干し

28 優秀賞 702 黒部市立明峰中学校 1 内呂　幸慈 うちろ　こうじ 買い物袋ポケットイン

29 優秀賞 1001 富山県立富山工業高等学校
4
3
3

中村　裕佐
下田　一翔
熊本　喜仁

なかむら　ゆうすけ
しもだ　かずと
くまもと　よしひと

自走式三輪車

30 奨励賞 105 高岡市立南条小学校 1 山田　柑奈 やまだ　かんな 万年カレンダー

31 奨励賞 204 入善町立飯野小学校 2 池原　梨々那 いけはら　りりな サイズがかえれる．もえるゴミぶくろ

32 奨励賞 207 入善町立入善小学校 2 七澤　芳人 ななさわ　はなと においけしシューズハンガー

33 奨励賞 208 入善町立ひばり野小学校 2 角屋　　縁 かどや　えにし 献立スロット

34 奨励賞 214 黒部市立村椿小学校 2 高村　隼輔 たかむら　しゅんすけ せんざい「そそげーる」

35 奨励賞 219 滑川市立寺家小学校 2 砂子　海空 すなご　みそら コロナにまけるなボード

36 奨励賞 221 高岡市立南条小学校 2 石崎　樹 いしざき　いつき 木のクーラーボックスのテーブルイス

37 奨励賞 224 魚津市立道下小学校 2 吉田　実暖 よしだ　みはる カラフルクリップ

38 奨励賞 311 黒部市立生地小学校 3 近江　ほのか おうみ　ほのか テーブルの上におかなくていいマスクストラップ

39 奨励賞 319 滑川市立西部小学校 3 種田　優斗 たねだ　ゆうと 新型Uまごの手

40 奨励賞 440 氷見市立窪小学校 4 平野　哲紳 ひらの　てっしん かさつきかっぱ

41 奨励賞 504 入善町立飯野小学校 5 辻󠄀澤　光之助 つじさわ　こうのすけ 落ち葉用ちりとり砂ふりわけ～る

42 奨励賞 505 入善町立飯野小学校 5 笹島　由愛 ささじま　ゆあ ペットボトルクリーナー

43 奨励賞 513 黒部市立桜井小学校 5 宮寺　奏和子 みやでら　かなこ クリアファイルで２wayマスクケース

44 奨励賞 522 高岡市立木津小学校 5 湯浅　順太 ゆあさ　じゅんた ノータッチで安心!!消毒スタンド

45 奨励賞 607 立山町立立山北部小学校 6 野中　順成 のなか　じゅんせい いつでも　どこでも　 ブックスタンド

第５８回 富山県発明とくふう展 受賞者名簿


