
(別紙）

特別賞　（１２点）
№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 東京都知事賞 かさほせルンくん 町田市立 鶴川第二小学校 1 工藤　大知

2 東京都教育委員会賞 テープ革命 町田市立 金井中学校 1 大槻　紘生

3 発明協会会長奨励賞 鍵閉め忘れ防止装置 町田市立 鶴川第二中学校 3 工藤　万幸

4 東京商工会議所会頭賞 カーテン開ける君 町田市立 鶴川第二小学校 3 工藤　貴博

5 毎日新聞社賞 偏光板の偉人ボックス 杉並区立 高井戸小学校 6 大野　薫暉

6 毎日小学生新聞賞 いっしゅんかみとりき 私立 成蹊小学校 3 三田　彩羽

7 日刊工業新聞社賞 せまいすきまも押スイッチ 江東区立 東雲小学校 4 鈴木　創妃光

8 日本弁理士会会長賞 乾燥ハンガー 品川区立 品川学園 7 榎本　光希

9 東京文具工業連盟会長賞 ペン型メガネ拭き 北区立 堀船中学校 2 黑須　士元

10 発明協会奨励賞　渡邉発明記念 横線じょうずに引けルーラー 北区立 滝野川第三小学校 4 山本　和輝

11 発明協会奨励賞　蟻川発明記念 静電気ほうき（じょきょきのうつき） 私立 成蹊小学校 5 柴田　歩

12 発明協会奨励賞　梶原発明記念 キュービックカレンダー 町田市立 真光寺中学校 3 草部　萌

優秀賞　（２２点）
№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 優秀賞 虫くん逃がさないぞ！～スムーズセット～ 私立 聖徳学園小学校 1 松浦　和夢

2 優秀賞 おうち花火バケツ 私立 聖徳学園小学校 1 和田　咲太郎

3 優秀賞 明日の時間割『いっぱつ！！』本棚 私立 聖徳学園小学校 2 伊藤　修問

4 優秀賞 困り事を聞いて作った『立つ』未来の白杖 私立 聖徳学園小学校 2 伊藤　大趣

5 優秀賞 片手フタ開け 私立 聖徳学園小学校 2 壽惠村　尚

6 優秀賞 安心してください、乾きますよバスマット 私立 聖徳学園小学校 4 小池　レイ

7 優秀賞 きゅうきゅうパンクカー 北区立 西浮間小学校 4 田島　陽香

8 優秀賞 防汚書見台 私立 聖徳学園小学校 4 林田　悠希

9 優秀賞 Tシャツ放ったらかしで乾きます 町田市立 七国山小学校 5 小寺　優伸

10 優秀賞 のびちぢみジョウロ 北区立 第四岩淵小学校 5 高木　彩奈

11 優秀賞 熱中症防止「お知らせヒカル」君 町田市立 鶴川第四小学校 6 草部　彩

12 優秀賞 省エネクイックケトル 中央区立 京橋築地小学校 6 小島　良将

13 優秀賞 すぐトレッパー 中央区立 佃中学校 1 秋本　成美

14 優秀賞 インクラインドリー 中央区立 日本橋中学校 1 岩田　拳征

15 優秀賞 エアコンクッション 国立 筑波大学附属中学校 1 植村　采央

16 優秀賞 ひもでしぼるぞうきん 中央区立 佃中学校 1 小林　大輔

17 優秀賞 ぺちゃんこスチロール 町田市立 南大谷中学校 2 石塚　日向

18 優秀賞 布団すべーる 町田市立 小山田中学校 2 川端　良弥

19 優秀賞 回転羽根付きカップ 町田市立 鶴川第二中学校 2 佐藤　夢

20 優秀賞 背伸びできるおりたたみ傘 板橋区立 赤塚第三中学校 2 杉山　愛香音

21 優秀賞 いつのまにかスリムグラス 国立 筑波大学附属中学校 3 浅見　茉里奈

22 優秀賞 カモフラージュ非常口 私立 広尾学園中学校 3 羽島　大貴

受賞作品一覧

学校名

学校名

傘をしまうことも立て

て干すこともできる傘

立てです！！ 
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ることができま

す！！ 



入選　（５６点）
№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 入選 いろいろなところにいくモノレール 港区立 青南小学校 1 伊藤　葉月

2 入選 むしがよろこぶむしむしハウス 私立 聖徳学園小学校 1 船戸　琉生

3 入選 ヨムラク 調布市立 石原小学校 2 石山　稟恩

4 入選 つけかえオルゴール 北区立 滝野川第三小学校 2 君和田　想太

5 入選 ガブガブちょきんばこ 品川区立 京陽小学校 2 斉藤　真宙

6 入選 あんぜんやくだつスーパーいぶきガサ 北区立 西が丘小学校 2 二村　一颯

7 入選 カバーが失くならない折りたたみ傘 私立 聖徳学園小学校 2 吉田　琥大郎

8 入選 ハンバーグるんの立体ゾートロープ 港区立 青南小学校 3 大坪　健太郎

9 入選 森のわんぱくずもう 北区立 西ケ原小学校 3 小泉　大祐

10 入選 メガネピタ 私立 聖徳学園小学校 3 佐藤　祐衣

11 入選 地球の自転と公転 北区立 赤羽小学校 3 髙須　柚紀

12 入選 ウキウキ水ぞくかん 北区立 西ケ原小学校 3 長島　美夏

13 入選 ササッとごみばこ 私立 成蹊小学校 3 野坂　結希

14 入選 自動虫シュッシュ 港区立 高輪台小学校 3 平塚　美聡

15 入選 日焼けしま扇子 私立 聖徳学園小学校 4 青木　都亜

16 入選 昆虫の自動えさやり機 品川区立 小山小学校 4 飯野　大耀

17 入選 まほうのバンド 私立 成蹊小学校 4 関口　遥

18 入選 標本名人 台東区立 忍岡小学校 4 中川　周信

19 入選 ぬれないワニ 私立 成蹊小学校 5 大塚　昊滉

20 入選 しおり型読書灯付きBOOKカバー 稲城市立 城山小学校 5 大塚　葉南

21 入選 すいそうきれいにしてくれるくん 品川区立 芳水小学校 5 奥村　元徳

22 入選 いつでもお金が分かる貯金箱 北区立 滝野川第五小学校 5 木村　優槻

23 入選 壁付け筆箱 私立 聖徳学園小学校 5 小西　真央

24 入選 防災ゼッケン 私立 光塩女子学院初等科 5 寺田　有希

25 入選 毛がちらばらないドッグ 港区立 東町小学校 5 安川　秀太

26 入選 忘れないリング 私立 成蹊小学校 5 亘理　碧

27 入選 絡まなイヤホン 私立 成蹊小学校 6 石井　湊

28 入選 即！収納ブックカバー 私立 聖徳学園小学校 6 上田　起新

29 入選 カサカサスッポン 私立 成蹊小学校 6 嶋　竜太郎

30 入選 まわさない電球PUSH! PUSH! 私立 成蹊小学校 6 馬場　大耀

31 入選 荷物が倒れない自転車カゴ 台東区立 蔵前小学校 6 平賀　史真

32 入選 旗ふり名人 町田市立 南第四小学校 6 比留間　歩実

33 入選 垂直に切れるモン 台東区立 根岸小学校 6 矢島　輝幸

34 入選 朝日で目覚めパッチリソーラーカーテン 私立 聖徳学園小学校 6 吉原　聖人

35 入選 耳ーる 練馬区立 旭丘中学校 1 大谷　俊輔

36 入選 オシャレなくっつきしゃもじ 練馬区立 大泉西中学校 1 大場　昌美

37 入選 赤シートメガネ 品川区立 荏原第六中学校 1 大和　悠玄

38 入選 足が痛くならないサンダル 品川区立 荏原第六中学校 1 岡田　実紗

39 入選 ルーラーつき便利下じき 板橋区立 上板橋第一中学校 1 小野　あめり

学校名



40 入選 万能シャクトリ君 町田市立 真光寺中学校 1 栢野　寛志

41 入選 トンネル本立て（カレンダーつき） 品川区立 荏原第六中学校 1 小山　崇

42 入選 くつ・小物取り 品川区立 荏原第六中学校 1 中村　晃平

43 入選 筆ほしスタンド 北区立 堀船中学校 1 坂大　眞帆

44 入選 補助コップスタンド 北区立 浮間中学校 1 藤井　志歩

45 入選 いろいろ！スッキリホルダー 中央区立 佃中学校 1 松澤　風花

46 入選 おし入れの工夫 国立 筑波大学附属中学校 2 池畑　誠太郎

47 入選 包帯らくらくまきとりマシーン 町田市立 忠生中学校 2 大屋　智路

鈴木　悠真

曽根川　直生

49 入選 拭けて一石二鳥！レインバッグカバー 私立 駿台学園中学校 2 寺田　あかり

50 入選 九九バトルゲーム 町田市立 南中学校 2 比留間　湧介

51 入選 僕らを守りしパスケース 国立 筑波大学附属中学校 2 福本　航己

52 入選 安全カッター 国立 筑波大学附属中学校 2 吉田　祐晴

53 入選 タグ付きスリッパ 板橋区立 上板橋第一中学校 2 和田　伊純

54 入選 AI式独立型予測システム 調布市立 第八中学校 3 石山　翔雲

55 入選 太陽ありがとうサン充電器 練馬区立 大泉西中学校 3 大場　良子

56 入選 いまここポインター 国立 筑波大学附属中学校 3 田島　璃子

学校賞　（５校）

感謝状　（４団体）

町田市立　金井中学校

48 入選 １２セグメント電光掲示板 町田市立 成瀬台中学校 2

町田市立　鶴川第二小学校

中央区教育委員会

東京都北区青少年委員会

台東区少年少女発明クラブ

町田市少年少女発明クラブ

私立　聖徳学園小学校

私立　成蹊小学校

国立　筑波大学付属中学校


