
(別紙）

特別賞　（１２点）
№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 東京都知事賞 避難用縄バシゴ「斜楽」 私立 聖徳学園小学校 5 道脇　愛羽

2 東京都教育委員会賞 お一人様クーラー 調布市立 石原小学校 4 石山　稟恩

3 発明協会会長奨励賞 白板用MMBコンパス 私立 聖徳学園小学校 3 宇於崎　理央

4
東京商工会議所

会頭賞
自動で開くニッパ 台東区立 根岸小学校 5 中園　隆太朗

5 毎日新聞社賞 スピニング・アンブレラ 町田市立 鶴川第二小学校 5 工藤　貴博

6 毎日小学生新聞賞 いつでもいっしょパズルケース 私立 聖徳学園小学校 2 山本　理世

7 日刊工業新聞社賞 傘たたみジョーズ 町田市立 小山中学校 2 大澤　楓香

2 石井　颯太

1 中里　ひおり

9
東京文具工業連盟

会長賞
ななめちりばこ 中野区立 鷺宮小学校 2 植木　暖

10
発明協会奨励賞
渡邉発明記念

かさピタちゃん 江東区立 元加賀小学校 2 須藤　彩希

11
発明協会奨励賞
蟻川発明記念

ふらずにくるっドレッシングゴマ 私立 聖徳学園小学校 3 木下　新太

12
発明協会奨励賞
梶原発明記念

おさんぽくん 町田市立 鶴川第二小学校 3 工藤　大知

受賞作品一覧

学校名

大田区立 蒲田中学校8 日本弁理士会会長賞 紫外線赤金石発生装置

東京都知事賞「避難用縄バシゴ『斜楽』」私立聖徳学園小学校５年 道脇 愛羽 さん

力学検討、設計、製作、修正を重ねて完成させた試作品の実証試験を行
いました。収納状態の斜楽を高所に設置して下ブタを開放したところ、回転落
下しつつ縄バシゴの各所が斜張ロープによって次々と定位置に保持されて、一
瞬にして縄バシゴ全体が斜張展開され、安定的に昇降可能であることが確認
できました。

東京都教育委員会賞「お一人様クーラー」調布市立石原小学校４年 石山 稟恩

兄のPCの部品の入れ替えで不要になった冷却部品について、冷やす為の原
理を兄に教わりました。今年の夏のように暑いと、涼しさをくれるクーラーは神のよ
うに思えます。そこで、僕も僕一人だけのクーラーが欲しくなり、お下がりの部品と
廃材で「お一人様クーラー」を作ってみました。

使用時

収納時

展開！



優秀賞　（２２点） ※順不同

№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 優秀賞
手を切らない！じゃがいもの

皮むき器
私立 聖徳学園小学校 1 三輪　弥生

2 優秀賞 はいかつりょうそくていき 北区立 滝野川第三小学校 2 君和田　萌寧

3 優秀賞
取り出しやすいえんぴつ立て

と世界時計
台東区立 松葉小学校 3 中野　華

4 優秀賞 らくらくティッ瞬 私立 聖徳学園小学校 3 松浦　和夢

5 優秀賞 杖にピタッと携帯肘置き 私立 聖徳学園小学校 4 坂本　一晄

6 優秀賞 ポケットカート 町田市立 図師小学校 5 板谷越　湊

7 優秀賞 ぴったんこがさ 私立 成蹊小学校 5 五十子　裕梛

8 優秀賞 楽々立ち補助器 町田市立 小山小学校 5 大澤　桃香

9 優秀賞 2匹6きゃく 私立 成蹊小学校 5 加藤　あい

10 優秀賞
ラックがなくても立つ
すばらしいスリッパ

北区立 堀船小学校 5 木澤　海斗

11 優秀賞 ヒナの楽々さし餌セット 町田市立 町田第四小学校 5 福原　日愛

12 優秀賞 イージーサーバー 町田市立 鶴川第一小学校 5 山口　紗良

13 優秀賞 インデックスものさし 私立 聖徳学園小学校 6 林　万福

14 優秀賞 エコ・ダンもつ 町田市立 町田第四小学校 6 森　琴音

15 優秀賞 リバーシ・チェス・将棋盤 江東区立 第三砂町中学校 1 安藤　史瑛

16 優秀賞
卓球ボール・ゴミを分け集め

そうじ道具
品川区立 荏原第六中学校 1 上山　愛花梨

17 優秀賞
これでフードもバッチリハン

ガー
江戸川区立 松江第六中学校 1 土橋　大輔

18 優秀賞 らくらく便利くん 調布市立 第三中学校 1 早川　素生

19 優秀賞 からまないファスナー 江戸川区立 松江第六中学校 1 半沢　優奈

20 優秀賞 シールはがし機 江東区立 第三砂町中学校 1 牧野　楽々

21 優秀賞
リュック等に取り付けられる

保冷弁当バッグ
中央区立 銀座中学校 1 山本　有里子

22 優秀賞 蚊取り線香とまるちゃん 町田市立 真光寺中学校 2 草部　彩

学校名



入選　（５５点） ※順不同

№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 入選 はブラシばし 中央区立 久松小学校 1 櫻井　泰晟

2 入選 ねぐせ直しブラシ 私立 聖徳学園小学校 2 石橋　卓磨

3 入選 色のじっけんボックス 杉並区立 久我山小学校 2 大野　藍莉

4 入選 ピヨピヨマンガ 北区立 堀船小学校 2 髙森　寛奈

5 入選 楽しく運べて遊べるトレイ 私立 聖徳学園小学校 2 渡辺　理生

6 入選 レントゲン 北区立 荒川小学校 3 小嶋　月乃

7 入選 くるくるかがみアニメーション 北区立 堀船小学校 3 小橋　歩琉

8 入選 みんなではっきょいのこった！！ 北区立 滝野川小学校 3 塩見　凌功

9 入選 COLDくん 私立 成蹊小学校 3 助川　紗英

10 入選 私も安心！マルチリモコン 私立 聖徳学園小学校 3 髙橋　愛莉

11 入選 シワシワのびーる 北区立 豊川小学校 3 古瀬　凛

12 入選 よく聞こえるラジオアンテナ 港区立 青南小学校 3 水口　豪志

13 入選 ハーフミラーで見えるウラの顔 北区立 滝野川小学校 4 石田　莉里奈

14 入選 上野動物園古生物館 台東区立 田原小学校 4 磯　和夏

15 入選 目が不自由な方のための
「手ぶらで安心」ベルト 私立 聖徳学園小学校 4 伊藤　修問

16 入選 勉強道具の入る食卓イスカバー 板橋区立 弥生小学校 4 今川　蛍

17 入選 かたづくスリッパ 中央区立 月島第一小学校 4 大石　美帆

18 入選 思いをとどけて、アオドール 北区立 西ケ原小学校 4 河治　青星

19 入選 紅白わらじぐつ 台東区立 田原小学校 4 小松原　大幹

20 入選 ふり子の水やりき 調布市立 第三小学校 4 坂本　成

21 入選 座・ツルピカ3 私立 聖徳学園小学校 4 新後閑　大和

22 入選 変身エコバッグ 私立 聖徳学園小学校 4 挾間　海斗

23 入選 かなでーる 町田市立 大蔵小学校 4 平本　歩

24 入選 何度も使えるロウソク 町田市立 三輪小学校 4 水谷　菜々子

25 入選 ピンセット付ペンチ 台東区立 上野小学校 4 嶺村　拓

26 入選 だれでも簡単ふた開け機 北区立 西浮間小学校 5 及川　碧

27 入選 ティーバッグストッパー 町田市立 本町田小学校 5 小川　深理

28 入選 暗記メガネ 私立 聖徳学園小学校 5 佐藤　祐衣

29 入選 ふしぎなゴミ箱 私立 成蹊小学校 5 西下　心美

30 入選 無落刈込鋏 世田谷区立 武蔵丘小学校 5 西堀　智貴

学校名



31 入選 楽チン！肩こり解消グッズ 私立 聖徳学園小学校 5 森田　彪雅

32 入選 忘れまセンサー 三鷹市立 南浦小学校 5 吉崎　僚馬

33 入選 防災用のイス 北区立 岩淵小学校 6 稲垣　太一

34 入選 ファッションアシスタント 町田市立 南大谷小学校 6 柏田　遥子

35 入選 指、くぎ打ち安心板 町田市立 鶴川第三小学校 6 加納　昌樹

36 入選 カモン鼻血 私立 聖徳学園小学校 6 小池　レイ

37 入選 キャップなくならーず 大田区立 高畑小学校 6 鈴木　創妃光

38 入選 3Dハンガー・すぐ乾かせーる 私立 聖徳学園小学校 6 遠竹　泰知

39 入選 らくらクリップ 台東区立 谷中小学校 6 堀内　竣太

40 入選 楽々便利机 調布市立 第七中学校 1 東　美樹

41 入選 収納ワンタッチ自転車カバー 北区立 飛鳥中学校 1 稲永　萌夏

42 入選 譜面台専用、鉛筆置き 板橋区立 上板橋第一中学校 1 内山　柚穂

43 入選 スベらないくん 町田市立 忠生中学校 1 大屋　博稔

44 入選 防災手引きハンカチ 北区立 稲付中学校 1 加藤　桂大

45 入選 結露防止閉じぶた 中央区立 晴海中学校 1 齊藤　悠達

46 入選 ポケットティッシュでウェットティッシュ 中央区立 晴海中学校 1 佐藤　優磨

47 入選 ふえるバインダー 町田市立 真光寺中学校 1 柴床　乙寧

48 入選 楽々！鉛筆キャップ 私立 早稲田大学高等学院中学部 1 周　伯恩

49 入選 スライド式計量スプーン 江東区立 第三砂町中学校 1 髙藤　美羽

50 入選 2WAYゴミ箱 品川区立 荏原第六中学校 1 長谷川　瑞歩

51 入選 シューズ洗濯機 江東区立 第三砂町中学校 1 發田　蒼生

52 入選 どこでも杖掛け 板橋区立 上板橋第一中学校 1 山内　彩瑚

53 入選 ぬれん傘 私立 國學院大學久我山中学校 2 坂田　隼也大

54 入選 暗い所でも本が読める！ 板橋区立 上板橋第一中学校 2 与那覇　優里

55 入選 カットジョーズ 町田市立 真光寺中学校 3 平本　望

学校賞　（５校） ※順不同

江東区立　第三砂町中学校

町田市立　鶴川第二小学校

私立　聖徳学園小学校

私立　成蹊小学校

調布市立　石原小学校
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