
《児童・生徒の部》 （特別賞　１６、優秀賞　１５、奨励賞　１８）

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 1001 富山県立富山工業高等学校 3
前田　寛斗
下垣内　琉聖

まえだ　ひろと
しもがいと　りゅうせい

筆記用投影装置「前沢書長」

2 富山県知事賞 605 黒部市立荻生小学校 6 亀田　時煌 かめだ　ときお １円玉だけ急ブレーキ！？コイン自動選別機

3 日本弁理士会会長奨励賞 514 入善町立飯野小学校 5 久保田 莉子 くぼた　りこ ほうきクリーン

4 富山県教育委員会教育長賞 115 魚津市立道下小学校 1 髙嶋　将人 たかしま　まさと かんたんパチッ！リュックがぬれないかさ

5 富山県発明協会会長賞 107 入善町立上青小学校 1 原　康成 はら　こうせい たべものリフト

6 富山市長賞 215 富山市立蜷川小学校 2 坂野　泰一 さかの　たいち 光ってアンシンアンブレラ

7 高岡市長賞 501 高岡市立五位小学校 5 西田　伊吹 にしだ　いぶき BALL　PANIC　VS ver.

8 魚津市長賞 317 魚津市立道下小学校 3 原　　快斗 はら　かいと かさ立てザウルス

9 滑川市長賞 114 滑川市立東部小学校 1 椎名　奏多 しいな　そうた おにやんまのかかし

10 黒部市長賞 304 黒部市立中央小学校 3 島瀨　咲人 しませ　さきと ソックスエイド

11 射水市長賞 401 射水市立片口小学校 4 中島　理貴 なかしま　りき 等分まな板

12 氷見市長賞 534 氷見市立窪小学校 5 堀　　星斗 ほり　せいと すべらない　ものさし

13 砺波市長賞 439 砺波市立砺波東部小学校 4 柴田　凌成 しばた　りょうせい 机や椅子になるもの

14 小矢部市長賞 636 小矢部市立石動小学校 6 上町　優仁 かんまち　まさと プラスチックごみ削減！シールはがし機

15 南砺市長賞 1004 となみ総合支援学校 3 宮崎　皓生 みやざき　こうき 変形ロボ「サクラ」号

16 北日本新聞社長賞 522 立山町立立山北部小学校 5 横越　はる よこごし　はる ムーンパラソル

17 優秀賞 102 黒部市立村椿小学校 1 二法田　悠楓 にほうだ　はるか スコップバケツ

18 優秀賞 111 高岡市立野村小学校 1 米澤　昌吾 よねざわ　しょうご 冷たいっ茶

19 優秀賞 201 黒部市立たかせ小学校 2 中川　桃子 なかがわ　ももこ らくらくとり出せーる

20 優秀賞 204 黒部市立荻生小学校 2 佐渡　あずみ さど　あずみ 夏でもかいてきリュッククッション

21 優秀賞 305 黒部市立桜井小学校 3 鈴木　紗矢 すずき　さや ぷかぷかうかぶ水ものさし

22 優秀賞 309 入善町立飯野小学校 3 伊野　陽翔 いの　はると 習字の日は大じょうぶ！

23 優秀賞 315 高岡市立南条小学校 3 山田　柑奈 やまだ　かんな 分別ゴミ箱

24 優秀賞 413 入善町立飯野小学校 4 池原 梨々那 いけはら　りりな 松葉杖クリーナー

25 優秀賞 422 立山町立高野小学校 4 水野　維音 みずの　いおと 熱中症予防安全ぼうし

26 優秀賞 440 滑川市立北加積小学校 4 石塚　瞬 いしづか　しゅん 空気抜き

27 優秀賞 515 入善町立飯野小学校 5 笹島　浩聖 ささじま　こうせい 虫とりパックン２

28 優秀賞 616 入善町立黒東小学校 6 新田 莉奈 にった　りな 赤ちゃんの背中にぴったり！ マスクーラー

29 優秀賞 626 立山町立高野小学校 6 渡辺　色葉 わたなべ　いろは 水田雑草の土すき君

30 優秀賞 902 黒部市立明峰中学校 3 内呂　幸慈 うちろ　こうじ 絵画まもーる

31 優秀賞 1002 富山県立富山工業高等学校 3
須藤　奏一朗
西村　伸一

すどう　そういちろう
にしむら　しんいち

脳機能改善アプリ「ＭＯＪＩ　Tｒａｃｅｒ」

32 奨励賞 108 入善町立入善小学校 1 永原　大夢 ながはら　たいむ くすだまちょきん

33 奨励賞 203 黒部市立桜井小学校 2 平田　璃咲 ひらた　りさ のむのむちゃん

34 奨励賞 206 黒部市立宇奈月小学校 2 小柳　凜太郎 こやなぎ　りんたろう なつのすずしいランドセル

35 奨励賞 211 入善町立入善小学校 2 大和　航介 やまと　こうすけ 中がわもゴミがくっつく フローリングワイパー

36 奨励賞 216 魚津市立清流小学校 2 川岸　駆 かわぎし　かける ドアをあけっぱなしだと教えてくれるマシン

37 奨励賞 311 入善町立入善小学校 3 戸田　丈翔 とだ　たける どこでもマイデスク

38 奨励賞 405 黒部市立石田小学校 4 高椿　絵瑞 たかつばき　えみ だれでもかんたん！ズックあらい

39 奨励賞 408 黒部市立中央小学校 4 川口　康 かわぐち　こう らいちょうに会おうちょ金箱

40 奨励賞 412 入善町立黒東小学校 4 鍋嶋　柊 なべしま　しゅう リサイクル　ワニ缶

41 奨励賞 423 高岡市立横田小学校 4 藤森　聖矢 ふじもり　せいや メモ＆フォトスタンド

42 奨励賞 504 黒部市立石田小学校 5 中野　結 なかの　ゆい 折ってすくう調味料ケース

43 奨励賞 530 朝日町立さみさと小学校 5 篠崎　蕾 しのざき　つぼみ アップサイクルやってみよう！！

44 奨励賞 601 黒部市立たかせ小学校 6 谷嶋　康太 たにしま　こうた どこにでもルーバー

45 奨励賞 620 入善町立ひばり野小学校 6 澤井　楓 さわい　かえで 車いす自動タイヤふき取り装置

46 奨励賞 701 黒部市立明峰中学校 1 前本　有希奈 まえもと　ゆきな くつそろえ～る

47 奨励賞 801 黒部市立明峰中学校 2 北條　珠季 ほうじょう　たまき 譜めくりカバー

48 奨励賞 804 魚津市立西部中学校 2 中島　未尋 なかしま　みひろ 手袋速乾ハンガー

49 奨励賞 1003 富山県立富山工業高等学校 3
中村　朋愛
神谷　依央織

なかむら　ともみ
こんたに　いおり

描画アプリ「美師トレ」

第60回 富山県発明とくふう展 受賞者名簿


