
(別紙）

特別賞　（１２点）
№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 東京都知事賞 スマート雨量計 町田市立 鶴川第二小学校 4 工藤　大知

2 東京都教育委員会賞
昆虫の足裏を利用したトライア
ングルテープ

八丈町立 富士中学校 3 田村　琉之介

3 発明協会会長奨励賞 太陽光採光装置 町田市立 鶴川第二小学校 6 工藤　貴博

4 東京商工会議所会頭賞 ほうきクリーナー付きちりとり 北区立 西浮間小学校 6 及川　碧

5 毎日新聞社賞 プラかペットかそれが問題だ 調布市立 石原小学校 5 石山　稟恩

6 毎日小学生新聞賞 一しゅんかたづけき 私立 成蹊小学校 3 関根　智之

7 日刊工業新聞社賞 イージーテープカッター 私立 聖徳学園小学校 6 前出　燿志

8 日本弁理士会会長賞 easy・パンチ 町田市立 小山中学校 3 大澤　楓香

9 東京文具工業連盟会長賞 シャッフルボックス 私立 聖徳学園小学校 1 三村　維親

10 発明協会奨励賞　渡邉発明記念 かさをとじたままほせるどうぐ 葛飾区立 川端小学校 2 矢野　史翔

11 発明協会奨励賞　蟻川発明記念 おしゃれエプロン 私立 聖徳学園小学校 5 安久　玲子

12 発明協会奨励賞　梶原発明記念 分別Pan 町田市立 真光寺中学校 2 柴床　乙寧

受賞作品一覧

学校名

【きっかけ】 集中豪雨による災害が増えているなか、自分の家が集中豪雨に
あった時に、どれくらいの雨量か知り、取るべき行動に考えるのに役立てたいと
思いました。
【使い方と便利な点】 これ１つで、時間雨量・連続雨量が自主避難の目安
に達すると警告することができます。２つを測定できる市販の雨量計は高価な
ものが多いですが、安価・単純な仕組みで作ることができました。窓ガラスに共
鳴させることで、屋内までよく響く警告音を実現しています。

【きっかけ】 自然科学部の活動で、昆虫の足の裏は逆三角形で、木などに
触れる面積が大きい上側は粘着力が強く、面積の小さい下側は粘着力が弱
いため、下から上にははがれやすくなる、だから壁を登る昆虫はスムーズに登れ
る、いうことを知り、ポスターを貼る時に便利だと考えました。
【使い方と便利な点】 付箋を二等辺三角形にして、粘着力のない紙の面に
両面テープを貼りました。三角形の小さい角が下向きになるように、ポスター側
に両面テープの面、壁側に付箋の粘着面を貼ると、下から上に簡単にはがせ
て、上から下にははがれにくくなります。また、何回も別な場所に移動して貼る
ことができて便利です。



優秀賞　（２２点） ※順不同

№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 優秀賞 黒い石と白い石が分かれる五目ばん 私立 聖徳学園小学校 1 柏岡　玲菜

2 優秀賞 あんしんらくらくランドセルバッグ 私立 聖徳学園小学校 1 平田　愛菜

3 優秀賞 レインボー・ドリーム・ボックス 私立 聖徳学園小学校 2 中山　結大

4 優秀賞 おしらせアクセル君 私立 聖徳学園小学校 4 木下　新太

5 優秀賞 排水溝お掃除ロボット 練馬区立 豊玉南小学校 4 小柗　昌世

6 優秀賞 安全みえーるキャップ 西東京市立 東伏見小学校 4 齊藤　樹

7 優秀賞 リアルバランスハンガー 私立 成蹊小学校 4 坂本　隆空

8 優秀賞 切符と耳を守る君 私立 日本聾話学校 4 桝田　夏帆

9 優秀賞 熱中症予ぼう子 府中市立 新町小学校 5 浅田　駿

10 優秀賞 整理整とん！　ラクラクキャンプリュック 町田市立 町田第五小学校 5 飯塚　愛佳

11 優秀賞 せんたく板パレット 町田市立 大蔵小学校 5 大槻　莉緒

12 優秀賞 おばあちゃん楽々立ち上がりセット 私立 聖徳学園小学校 5 砂廣　賢佑

13 優秀賞 マルチボトルホルダー 町田市立 町田第一小学校 5 富取　秀太朗

14 優秀賞 消費税 8％？ 10％？ 北区立 赤羽小学校 5 永島　拓斗

15 優秀賞 ふくろをなくさない折りたたみかさ 台東区立 谷中小学校 5 山近　晴也

16 優秀賞 サラッとラップ 私立 成蹊小学校 6 植田　彩衣里

17 優秀賞 引っぱるカバー 私立 成蹊小学校 6 西下　心美

18 優秀賞 スマホクリーンカバー 私立 文教大学附属中学校 1 鈴木　杏爾

19 優秀賞 ｅａｓｙ　ｏｐｅｎｅｒ　回斬君 大田区立 六郷中学校 1 鈴木　創妃光

20 優秀賞 テマどらないくん 町田市立 忠生中学校 2 大屋　博稔

21 優秀賞 露先閉じ 北区立 堀船中学校 2 島田　治彦

22 優秀賞 吹き溜まりの法則を用いた落ち葉集め器 八丈町立 富士中学校 3 及川　空

入選　（５６点） ※順不同

№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 入選 つめかえ不要！買い物自転車カゴ 私立 聖徳学園小学校 1 谷口　真悠

2 入選 マグロのけんきゅう 北区立 梅木小学校 2 上原　慶吾

学校名

学校名



3 入選 ポンポン玉入れ 北区立 西が丘小学校 2 長谷川　沙弥

4 入選 おむすびころりん（立体絵本） 北区立 荒川小学校 2 藤原　灯里

5 入選 熱中症予防帽子 私立 聖徳学園小学校 3 石橋　卓磨

6 入選 ひとりカラＯＫ！！ 中野区立 鷺宮小学校 3 植木　暖

7 入選 究極のゆで卵製作機 私立 成蹊小学校 3 二見　一瑳

8 入選 夏の思い出 北区立 滝野川第二小学校 3 宮川　留奈

9 入選 スナックスタンド 町田市立 南大谷小学校 4 柏田　奏子

10 入選 色で見分ける！三原色カレンダー 文京区立 千駄木小学校 4 河原　芽生

11 入選 ぬいもの上手くん 私立 成蹊小学校 4 菅原　優那

12 入選 時間割表にマグネットをとりつける 台東区立 松葉小学校 4 中野　華

13 入選 きをつけ！ハンガー！！ 私立 聖徳学園小学校 4 松浦　和夢

14 入選 ピカピカ！夜は安全ランドセルカバー 町田市立 南第四小学校 4 松沢　奏芯

15 入選 星の映画館 北区立 王子小学校 4 松本　青奈

16 入選 カギホルダー 町田市立 南成瀬小学校 5 石川　一輝

17 入選 持たない！濡れない！傘ホルダー 私立 聖徳学園小学校 5 上野　一成

18 入選 ペットボトルキャップらくらく分別機 板橋区立 志村第六小学校 5 内田　康喜

19 入選 料理で！　5人家族 調布市立 杉森小学校 5 久保田　結

20 入選 どこでも楽々テーブル 私立 聖徳学園小学校 5 坂本　一晄

21 入選 ラクラク読書ボード 私立 成蹊小学校 5 杉江　篤

22 入選 使い捨て吸水エプロン 稲城市立 若葉台小学校 5 滝澤　昊明

23 入選 ふくろ自動切り機 大田区立 小池小学校 5 田邉　一貴

24 入選 ペットボトル洗ってつぶしてリサイクル 中央区立 日本橋小学校 5 福地　徹

25 入選 安全磁石コンパスセット 町田市立 三輪小学校 5 水谷　菜々子

26 入選 せんたく物オールゲッター 台東区立 忍岡小学校 5 盛一　将一

27 入選 左右分けるくん 私立 成蹊小学校 5 若松　優奈

28 入選 ばあちゃん　こぼさない 町田市立 図師小学校 6 板谷越　湊

29 入選 ラクイッス 私立 成蹊小学校 6 緒方　美智子

30 入選 災害用節電かい中電灯 調布市立 緑ヶ丘小学校 6 小黒　瑛太郎

31 入選 オールシーズンレジャーシート 私立 晃華学園小学校 6 折原　良佳

32 入選 一直線ホッチキス 私立 成蹊小学校 6 影林　憲人

33 入選 らくらく書見台セット 調布市立 富士見台小学校 6 塩野　絵美子

34 入選 再利用！コンパクトダンボールイス！！ 東大和市立 第八小学校 6 須藤　駈



35 入選 たまごでポン！ 町田市立 町田第四小学校 6 福原　日愛

36 入選 頭部固定帽子 私立 聖徳学園小学校 6 森田　彪雅

入選 池口　直己

入選 中村　芳道

入選 横山　利一

38 入選 地震が来ても開きません 江東区立 第三砂町中学校 1 黒川　眞

39 入選 取り外し可能な胸ポケット 江東区立 第三砂町中学校 1 小林　優香

40 入選 ひっかけて使えるローラー 江東区立 第三砂町中学校 1 佐藤　絵美

41 入選 エアコン洗たく干し 江東区立 第三砂町中学校 1 佐藤　了香

42 入選 Ｓ・Ｈ割り箸 私立
渋谷教育学園渋谷
中学高等学校

1 島村　佳歩

43 入選 ばんそうこう出し機 北区立 十条富士見中学校 1 瀨戸　春菜

44 入選 目が見えなくても遊べるゲーム 北区立 飛鳥中学校 1 竹内　文哉

45 入選 ヘッドミラー 私立
國學院大學久我山
中学校

1 中村　誠人

46 入選 投げると戻るエプロン 中央区立 銀座中学校 1 星澤　侑輝

47 入選 洗面台のまわりがきれいになる！ 台東区立 上野中学校 1 堀内　竣太

48 入選 スポンジソープディッシュ 中央区立 銀座中学校 1 望月　真奈

49 入選 自由ゴミ箱 品川区立 荏原第六中学校 1 藥王寺　和奏

50 入選 キャスタークリーナー 私立
國學院大學久我山
中学校

2 小林　萌夏

51 入選 偏光板mail box 都立 南多摩中等教育学校 2 近藤　菫

52 入選 ５００円玉専用貯金箱 港区立 御成門中学校 2 須釜　凜人

53 入選 １／Ｆゆらぎ　リラックスライト 私立
國學院大學久我山
中学校

2 皆本　凌佑

54 入選 らくらく　まな板セット 調布市立 第七中学校 2 村山　太壱

55 入選 上下に物干しお助けアニマル 町田市立 真光寺中学校 3 草部　彩

56 入選 甲虫の翅を利用したペーパースライダー 八丈町立 富士中学校 3 光常　晃弘

学校賞　（５校） ※順不同

町田市立　真光寺中学校

八丈町立　富士中学校
私立　聖徳学園小学校

私立　成蹊小学校

町田市立　鶴川第二小学校

プログラミングを活用した手作
り地震計

都立
富士高等学校付属
中学校
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