
＜児童生徒の部＞

賞　　　名
作品
番号

作　品　名

関東経済産業局長奨励賞 92
手の不自由な人のつめ切りキットⅡ

～フットスイッチ付多機能バージョン～
太田市立沢野中央小学校 3 滋野　歩夢

群馬県知事賞 6 安全横断歩道ライト 前橋市立永明小学校 6 新木　咲太朗

群馬県議会議長賞 41 災害時用１人用スペース　「コクーン」 高崎市立中居小学校 6 杉山　真桜子

群馬県教育長賞 38 姿勢Goodミラー 高崎市立東部小学校 6 久保　晃市

発明協会会長奨励賞 501 隣接する二踏切間のバイパス機能 群馬県立前橋高等学校 1 森田　哲矢

日本弁理士会会長奨励賞 502 対応サプライズ！ 群馬県立桐生工業高等学校 1 田部井 　一真

群馬県発明協会会長賞 201 はちさんホイホイ 群馬大学共同教育学部附属中学校 1 井田　彩友

群馬県商工会議所連合会長賞 46 あんぜんカッター 高崎市立北部小学校 4 新井　結仁

ＮＨＫ前橋放送局長賞 281 オンライン授業用スマホスタンド 伊勢崎市立境北中学校 2 吉澤　伊吹

毎日新聞前橋支局長賞 213 安心お風呂 前橋市立南橘中学校 1 星野　大祁

上毛新聞社賞 207 どこでもアメダス 群馬大学共同教育学部附属中学校 2 西川　舞香

群馬テレビ賞 67 後ろの声キャッチ 渋川市立橘小学校 5 狩野　葵

群馬産業人クラブ賞 271 エアーバリアキャップ 太田市立北中学校 2 石原　真広

入選 14 つえかけピン 前橋市立桃井小学校 5 今野　はぐみ

入選 29 ハンカチエコバッグ 高崎市立中央小学校 3 大澤　慧

入選 82 楽しく　手洗いポンプ 富岡市立富岡小学校 6 池田　葉南

入選 93 被災地活用万能マット 太田市立城西小学校 5 天田　一孝

入選 102 お助け手ぶくろ 藤岡市立鬼石北小学校 6 下山　琴羽

入選 107 ソーラークッカー０円でふりそそぐ太陽クッカー 藤岡市立神流小学校 6 宮下　栞門

入選 112 牛乳パックエコバック 藤岡市立美九里西小学校 6 西川　晃矢

入選 206 柔道着かわかし機 群馬大学共同教育学部附属中学校 2 倉澤　宏輔

入選 237 プリーツスカートキーパー 桐生市立梅田中学校 1 糸井　麻央

入選 254 自転車ハンドカバー 館林市立多々良中学校 2 佐竹　美羽

佳作 3 みんなが使える消毒器 群馬大学共同教育学部附属小学校 5 西山　慧

佳作 19 地震反応器 高崎市立片岡小学校 6 ワイマン玲

佳作 33 ウキウキ　小物置き 高崎市立堤ヶ岡小学校 5 征矢　啓太

佳作 42 片手でも使えるハンドソープ 高崎市立中居小学校 6 中野　丈

佳作 50 くもり防止マジックパッド 桐生市立梅田南小学校 2 糸井　智理

佳作 53 ハブラシディスタンス 桐生市立川内小学校 6 遠藤　礁坪

佳作 56 手作りバケツスピーカー 館林市立第一小学校 6 亀﨑　和詩

佳作 62 テンセグリティ 館林市立第三小学校 6 山﨑　一真
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賞　　　名
作品
番号

作　品　名 学校・学年・氏名

佳作 69 洗って干せるマスクネット 渋川市立橘小学校 5 神戸　楓太

佳作 70 落ちない黒板消し 渋川市立橘小学校 5 鬼頭　悠太朗

佳作 83 ＰＷＭ対応ＬＥＤファン 富岡市立西小学校 6 中島　春

佳作 97 マスク専用洗濯ネット 太田市立韮川西小学校 6 伊藤　佑

佳作 118 ころころパッカーン 伊勢崎市立北小学校 2 永井　涼那

佳作 128 ぼうしのぼうし 沼田市立沼田小学校 5 大澤　結月

佳作 212 大きなマスクの耳掛けクリップ 前橋市立木瀬中学校 1 関口　晴也

佳作 214 楽球拾 前橋市立芳賀中学校 2 立脇　実

佳作 217 ホチキスファイル 高崎市立入野中学校 3 竹原　朋香

佳作 218 夜道安全バッグ 高崎市立片岡中学校 2 町田　耀

佳作 241 簡単にペットボトル開け 桐生市立清流中学校 1 菊地　一花

佳作 253 カーテンレールにかけて干せマスク 館林市立多々良中学校 2 井野口　 愛良

佳作 258 そよ風エコ日がさ 渋川市立渋川北中学校 1 岸　拓矢

佳作 267 脱着簡単・文庫本用ブックカバー 富岡市立北中学校 3 金井　そら

佳作 274 無駄にしま栓 藤岡市立北中学校 3 黒澤　娃寧

佳作 277 切りこみスポンジ 伊勢崎市立境北中学校 1 柿沼　颯大

佳作 278 かとりせんこうおき 伊勢崎市立境北中学校 1 小林　琥詩



＜一般の部＞

賞　名
作品
番号

作　品　名 出品者名

文部科学大臣賞 該当なし

特許庁長官奨励賞 613 金属容器内の金属異物探知機 近藤　信一

群馬県知事賞 602 弦楽音響装置 吉澤　敬太

発明協会会長奨励賞 605
自立測定可能なハーバート硬さ試
験機

群馬大学大学院理工学府　材料力学研究室
村上 一輝，松原 雅昭，鈴木 良祐

日本弁理士会会長奨励賞 603 枠接着装置 大畠　公夫

群馬県発明協会会長賞 607 ドリル用　簡易垂直穴明け器具 周藤　雅明

群馬県商工会議所連合会長賞 611 風生む窓 KM-1 有限会社アイ・デイ

日刊工業新聞社賞 612 一方向回転変換機構 福島　榮一

振興賞 601 だれでも料理を！ 小熊　良一

振興賞 608
猫の食器の蓋が板に猫が乗ると開
く。

稲葉　勝治

振興賞 609 新聞簡易梱包箱 梅澤　薫

振興賞 614
暗闇でも物がすぐ取れる「ふれ愛ま
くら」

櫻井　博司
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