
番号 学　校　名 学年 氏名

1 高崎市立塚沢中学校 2 久保　晃市

2 高崎市立塚沢小学校 5 橋詰　栞奈

3 高崎市立北部小学校 6 新井　結仁

4 県立中央中等教育学校 2 杉山　真桜子

5 県立桐生工業高等学校 3 田部井　一真

6 富岡市立富岡小学校 5 池田　茉由

7 桐生市立川内中学校 2 佐藤　篤玖

8 県立中央中等教育学校 5 西田　櫂成

9 前橋市立木瀬中学校 3 関口　晴也

10 太田市立北の杜学園 4 楠本　理人

11
太田市立沢野中央小学
校

5 滋野　歩夢

12
国立群馬大学共同教育
学部附属小学校

6 井田　結絆

13 渋川市立渋川北小学校 6 横山　愛花

14 前橋市立永明小学校 3 関口　友菜

15 高崎市立久留馬小学校 5 福田　紀凪人

16 高崎市立中居小学校 6 鈴木　陽真

17 高崎市立南小学校 2 藤本　潤生

18 桐生市立梅田南小学校 4 糸井　智理

19 桐生市立神明小学校 6 八島　絆生

20 太田市立北の杜学園 6 楠本　万智

21
国立群馬大学共同教育
学部附属中学校

1 上野　美咲

22
国立群馬大学共同教育
学部附属中学校

1 櫛渕　優希

23
国立群馬大学共同教育
学部附属中学校

2 石原　敬葵

第９３回群馬県創意くふう作品展受賞者一覧

◎児童生徒の部

賞　　　名 作　品　名

関東経済産業局長奨励
賞

自動除菌公共スペース「くるクリーン」

群馬県知事賞 安全守くん

群馬県議会議長賞 踏み間違い防止！足もと見えちゃん

群馬県教育長賞 eco丸おにぎろう

発明協会会長奨励賞
コミュニケーションチューブ「speak in my
heart」

日本弁理士会会長奨励
賞

かさ持ち運び安全ベルト玉光君

群馬県発明協会会長賞 転倒防止装置

群馬県商工会議所連合
会長賞

可動式　高速道路用　中央分離帯

日本放送協会前橋放送
局長賞

伝わるアレルギーメッセージカード

毎日新聞前橋支局長賞
折りたたみ物干し（スーツケースにも入るんで
す）

上毛新聞社賞
手の不自由な人の買い物便利グッズシリーズ
箱買い楽らくショッピングカート

群馬テレビ賞 誰にでも優しいテレビリモコン

群馬産業人クラブ賞 ほうきのごみもとれるちりとり

入選 よてい時計

入選 お助けハードル激さげ君

入選 アルミとスチール分ける棒

入選 さいごまでストローでのめるかみパック

入選 水中SOS

入選 地しんで灯く非常灯

入選 Good　Balance　Bag

入選 クビアカ★キャッチ

入選 発電もできるテラス屋根

入選 ムシサワラナーイ



番号 学　校　名 学年 氏名

24 前橋市立永明小学校 5 関口　恵梨

25 前橋市立芳賀小学校 6 木村　悠聖

26 高崎市立金古南小学校 6 藤井　真結

27 高崎市立乗附小学校 6 佐藤　花香

28 桐生市立天沼小学校 4 大島　美咲

29 館林市立第一小学校 6 眞尾　春花

30 館林市立第九小学校 1 河本　穂乃佳

31 渋川市立渋川北小学校 6 岩崎　天飛

32 渋川市立渋川北小学校 6 岸　奏多

33 富岡市立富岡小学校 5 田嶋　蓮

34 太田市立太田小学校 6 岩月　健太朗

35 太田市立宝泉東小学校 6 遠藤　左梗

36 藤岡市立鬼石北小学校 5 橋本　明空

37 藤岡市立神流小学校 6 布施　里彩

38 藤岡市立美土里小学校 1 西川　愛渚

39 伊勢崎市立豊受小学校 4 榎原　隆太

40 沼田市立薄根小学校 4 南雲　琉斗

41 沼田市立沼田小学校 6 真庭　成樹

42
国立群馬大学共同教育
学部附属中学校

2 松﨑　一真

43 高崎市立大類中学校 2 江袋　真耶

44 高崎市立大類中学校 2 中嶋　海翔

45 桐生市立梅田中学校 3 糸井　麻央

46 富岡市立南中学校 1 宮下　栞奈

47
伊勢崎市立あずま中学
校

2 鈴木　雄弘

佳作 手がよごれず食べられるトウモロコシ

佳作 からっ風に負けない！傘干しストッパー

佳作 ゆれで自動でつくランタン

佳作 片手でかんたんすりきり

佳作 トイレットペーパー自由自在

佳作 索道

佳作 エコたつ

佳作 タブレット用コンパス

佳作 傘持ち代行君

佳作 おたすけおぼん

佳作 なくさないファイル

佳作 太陽の力で涼しくなろう冷風機

佳作 ラクラク片付け勉強台

佳作 魔法のくつ下はかせ（祖母のために）

佳作 粉ガード黒板消し

佳作 くつ下すぐかわくハンガー

佳作 一人で湿布がはれルーン

佳作 水切りちりとり

佳作 どんな人でも簡単にあけられる　七色缶あけ機

佳作 ぴたっと

佳作 盗難防止テーブル?!

佳作 どちらからでもはけるサンダル

佳作 ひんやり涼感ランドセルパット

◎児童生徒の部

賞　　　名 作　品　名

佳作 美味しく研げるお米の計量カップ
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4 多数回優秀賞 田部井　一真

　【群馬県創意くふう作品展】
　　第93回(R4)発明協会会長奨励賞
　　第91回(R2)日本弁理士会会長奨励賞
　　第90回(R元)群馬県教育長賞
　【全日本学生児童発明くふう展】
　　第79回(R2)日本弁理士会会長賞

出品者名

東京マイクロ株式会社

原澤　和彦

石川　神兵

清水　靖弘

池田　保夫

丸山　恭平

多数回優秀賞 杉山　真桜子

　【群馬県創意くふう作品展】
　　第93回(R4)群馬県教育長賞
　　第92回(R3)上毛新聞社賞
　　第91回(R2)群馬県議会議長賞
　　第90回(R元)関東経済産業局長奨励賞
　　第89回(H30)群馬テレビ賞
　【全日本学生児童発明くふう展】
　　第80回(R3)毎日新聞社賞

多数回優秀賞 久保　晃市

　【群馬県創意くふう作品展】
　　第93回(R4)関東経済産業局長奨励賞
　　第91回(R2)群馬県教育長賞
　　第90回(R元)群馬産業人クラブ賞
　【全日本学生児童発明くふう展】
　　第78回(R元)毎日小学生新聞賞

◎多数回優秀賞

賞　　　名 氏　　　名 特別賞受賞歴

多数回優秀賞 新井　結仁

　【群馬県創意くふう作品展】
　　第93回(R4)群馬県議会議長賞
　　第92回(R3)関東経済産業局長奨励賞
　　第91回(R2)群馬県商工会議所連合会長賞
　【全日本学生児童発明くふう展】
　　第80回(R3)WIPO賞

振興賞 処分新聞梱包用具

振興賞 紙パックのキャップ部を切り取る手工具

梅沢　薫

坂本　博

日刊工業新聞社賞 普段通りの食卓（飛沫捕集装置）

振興賞 折箱用材料の加工道具治具類

石川　浩市

大畠　公夫

群馬県発明協会会長賞 ラクラク鳥カゴ

群馬県商工会議所連合
会長賞

わんチャン快適（Snowhug ®） 株式会社Snowapple

発明協会会長奨励賞 ハート式５弦チェロギター ®

日本弁理士会会長奨励
賞

ラクラクこんにゃく拾い

特許庁長官奨励賞 安全待ち針

群馬県知事賞 天然木極薄遮熱断熱テープ

◎一般の部

賞　　　名 作　品　名

文部科学大臣賞 飛沫飛散防止装置


