
《児童・生徒の部》 （特別賞　１６、優秀賞　１１、奨励賞　２３）

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 513 富山市立速星小学校 5 佐野川　翼紗 さのがわ　つばさ ３WAYお玉～水切りと分量を量ることができる～

2 富山県知事賞 207 黒部市立桜井小学校 2 松原　那奈 まつばら　なな 簡単たまご割り機

3 日本弁理士会会長奨励賞 112 入善町立上青小学校 1 西川　澪 にしかわ　みお はかれるテープカッター

4 富山県教育委員会教育長賞 901 黒部市立明峰中学校 3 山本　圭汰 やまもと　けいた コロナをShut out！　障害者用車椅子パーテーション

5 富山県発明協会会長賞 701 高岡市立五位中学校 1 西田　睦貴 にしだ　むつき CAP　COUNT　BOX

6 富山市長賞 1001 富山県立富山工業高等学校 2 加藤　セイジ かとう　せいじ 冷蔵宅配ボックス

7 高岡市長賞 203 高岡市立南条小学校 2 山田　柑奈 やまだ　かんな 簡単足踏みポンプ式アルコール消毒

8 魚津市長賞 708 魚津市立西部中学校 1 中島　未尋 なかしま　みひろ スリキレール

9 滑川市長賞 437 滑川市立西部小学校 4 開田　真衣 かいだ　まい
ピ・クル・ポン～ピッとはさんで、クルっと回して、
ポンと取り出す傘まき器～

10 黒部市長賞 410 黒部市立中央小学校 4 髙島　千明 たかしま　ちあ かた手でプッシュ＆キャッチ

11 射水市長賞 511 射水市立大島小学校 5 押見　颯 おしみ　ふう 元素カルタ

12 氷見市長賞 201 氷見市立朝日丘小学校 2 池田　秋治 いけだ　しゅうじ えんぴつたてな宝箱

13 砺波市長賞 542 砺波市立砺波東部小学校 5 横田　優介 よこた　ゆうすけ どこでも勉強机

14 小矢部市長賞 514 小矢部市立石動小学校 5 上町　優仁 かんまち　まさと 玄関の傘立て付き防災用品収納庫

15 南砺市長賞 1002 となみ総合支援学校 2 宮崎　皓生 みやざき　こうき ぐんじ　ロボ

16 北日本新聞社長賞 504 黒部市立たかせ小学校 5 谷嶋　康太 たにしま　こうた どこでもサンシェード

17 優秀賞 104 黒部市立中央小学校 1 大畑　煌 おおはた　こう はぶらしケース

18 優秀賞 210 高岡市立五位小学校 2 本間　啓大 ほんま　けいた 多けん玉

19 優秀賞 303 高岡市立南条小学校 3 石崎　樹 いしざき　いつき リサイクルアルコールストーブテーブル

20 優秀賞 313 入善町立黒東小学校 3 城﨑　悠之介 しろさき　ゆうのすけ どこでもかさ立て

21 優秀賞 317 入善町立入善小学校 3 上原　悠誠 うえはら　ゆうせい よごしま洗

22 優秀賞 448 滑川市立寺家小学校 4 能村　兼太朗 のむら　けんたろう ぼくの体調かんり表

23 優秀賞 527 入善町立桃李小学校 5 砂田　結衣 すなだ　ゆい 歯みがき上手にできるかな？～発達障がいの子のために～

24 優秀賞 610 黒部市立荻生小学校 6 栃林　環太 とちばやし　かんた くつ下はける君

25 優秀賞 704 立山町立雄山中学校 1
北村  晴
高田　大樹

きたむら　はる
たかた　だいき

あき缶分別ごみ箱

26 優秀賞 802 黒部市立明峰中学校 2 内呂　幸慈 うちろ　こうじ 作品まもる君

27 優秀賞 803 黒部市立明峰中学校 2 吉田　瑞希 よしだ　みずき たおれない本棚

28 奨励賞 103 黒部市立村椿小学校 1 高村　知輝 たかむら　ともき おはなしめんぼう

29 奨励賞 111 入善町立黒東小学校 1 米山　紗梛 よねやま　さな ごみ袋付ちりとり

30 奨励賞 204 黒部市立たかせ小学校 2 淨土　愛也 じょうど　まなや かさライトう

31 奨励賞 407 黒部市立生地小学校 4 近江　ほのか おうみ　ほのか 片手で計れる調味料ケース

32 奨励賞 413 立山町立高野小学校 4 五十嵐　瑠美 いがらし　るみ 肩が痛くない体操服袋

33 奨励賞 418 高岡市立古府小学校 4 道前　天音 みちまえ　あまね パレットラクラク洗い機

34 奨励賞 428 上市町立宮川小学校
4
1

荒木　穣
荒木　慎

あらき　ゆたか
あらき　まこと

どこでも自動調整式日時計

35 奨励賞 505 黒部市立村椿小学校 5 浜松　優成 はままつ　ゆうせい なべのふたスタンド

36 奨励賞 507 黒部市立荻生小学校 5 長矢　空璃 ながや　くうり 火に負けないトング

37 奨励賞 508 黒部市立宇奈月小学校 5 舟本　知生 ふなもと　ともき 乾電池ボックス

38 奨励賞 517 入善町立黒東小学校 5 島端　紗羅 しまはた　さら リボンでマスクホルダー

39 奨励賞 521 入善町立上青小学校 5 福島　朱晴 ふくしま　すばる マスクが取り出しやすい箱

40 奨励賞 522 入善町立入善小学校 5 栗虫　玲羽 くりむし　れの 場所を取らない小物ハンガー

41 奨励賞 523 入善町立ひばり野小学校 5 澤井　　楓 さわい　かえで 虫バイバイ

42 奨励賞 601 射水市立中太閤山小学校 6
吉野　次美
平井　莉愛
水上　好彩

よしの　つぐみ
ひらい　りあ
みずかみ　こあ

災害に役立つ!ヒエヒエ君

43 奨励賞 602 砺波市立砺波東部小学校 6 瀧脇　悠叶 たきわき　はると スクエアハンガー

44 奨励賞 604 高岡市立南条小学校 6 裏野　賀子 うらの　かこ 炭太くん一号

45 奨励賞 609 黒部市立桜井小学校 6 渡邉　葉月 わたなべ　はづき ラベルはがし　＋

46 奨励賞 620 入善町立入善小学校 6 上嶋　友結 かみしま　ゆい ゴム手ぶくろ専用かんそう機

47 奨励賞 624 高岡市立平米小学校 6 松本　暖生 まつもと　はるき 植物育成工場

48 奨励賞 628 滑川市立東部小学校 6 相澤　奈和 あいざわ　なお ヘルメットに装着！熱中症防止ぼうし

49 奨励賞 629 高岡市立木津小学校 6 岩澤　優凜 いわさわ　ゆうり 楽しくおそうじ

50 奨励賞 903 立山町立雄山中学校 3 田中　優真 たなか　ゆうま センサ付き四輪オムニホイールお掃除ロボット

第５９回 富山県発明とくふう展 受賞者名簿


