
【１年生】
最優秀賞 優秀賞

「かがくのちからで みんな 「みんなのためになんでも
　　　　　　　　　　 ともだち」 　　　　　　　できるロボット」
　東根市立大森小学校 　山形大学附属小学校

近藤　　詩 神谷　佳苗

優秀賞 優秀賞

「宇宙にお出かけ」 「カニのせんすいかんと 　　
　　うみのなかをぼうけん」

　飯豊町立第二小学校 　飯豊町立第二小学校
五十公野　月 新沼　瑛斗

優秀賞 優良賞

「ちょうのようせい」 「うみのなかのいえ」

　庄内町立立川小学校 　山形市立東小学校
上野　優磨 荒井　三奈

優良賞 優良賞

「どこにでもいけるおうち」 「地下新幹線とロボットが
　　　　　　　発達した世界」

　山形大学附属小学校 　河北町立谷地中部小学校
芳賀　小夏 佐藤　　優

優良賞

「空とぶお家」

　飯豊町立第二小学校
井上　烈斗

【２年生】
最優秀賞 最優秀賞

「虫がた じしんよそく ロボット」 「夢がかなうまくら」

　山形市立第八小学校 　河北町立谷地中部小学校
鈴木　慶雅 和田　小都
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優秀賞 優秀賞

「病気をたべてくれる動物 「魚となかよくくらすせん水かん」

　　　　　　　　　　ニコニコ」
　天童市立津山小学校 　寒河江市立醍醐小学校

山口　美月 菊地　琴巴

優秀賞 優良賞

「どこでもいけるのりもの」 「自動着替え装置」

　小国町立小国小学校 　山形市立南山形小学校
西原　千穂 太田　初奈

優良賞 優良賞

「光をあてると何でも 「元気販売機」
　　　　おかしになるライト」
　天童市立天童南部小学校 　川西町立吉島小学校

佐藤　愛莉 原田　結良

優良賞 優良賞

「発見！病気まる見えレンズ」 「リサイクルへんかんき」
　山形少年少女発明クラブ

　庄内町立立川小学校 　　　　　(山大附属小学校)
阿部　光峻 齋藤　伶磨

【３年生】
最優秀賞 優秀賞

「いつまでも新鮮スプレー」 「えがいた物がげん実に」

　遊佐町立藤崎小学校 　山形市立楯山小学校
遠田　紗彩乃 三宅　輝里

優秀賞 優秀賞

「すきなゆめを見れるゴーグル」 「メイクスプレー」

　飯豊町立第二小学校 　鶴岡市立東栄小学校
鈴木　彩世 本間　花和

優秀賞 優良賞

「海水分べつき」 「いたくない注射」

　鶴岡少年少女発明クラブ 　山形大学附属小学校
　　　　　　(朝暘第一小学校) 五十嵐　優貴

河口　真之



優良賞 優良賞

「幸せのアメがなる木」 「なんでもじゅうでんき」

　飯豊町立第二小学校 　鶴岡市立栄小学校
渋谷　美空 渡部　柊之介

優良賞 優良賞

「一日で野菜ができる種」 「なんでもどーる」

　山形少年少女発明クラブ 　山形少年少女発明クラブ
　　　　(山形第九小学校) 　　　　　(山形第一小学校)

関口　　煌 宮崎　恵太朗

【４年生】
最優秀賞 優秀賞

「くもの巣安心ネット」 「災害から守るカプセル」

　鶴岡少年少女発明クラブ 　山形市立第二小学校
　　　　(朝暘第二小学校) 奥出　麻生

五十嵐　大翔

優秀賞 優秀賞

「なかよしゴーグルで 「地らいかいじょシステム」
　　　　　ふれあいタイム」
　尾花沢市立尾花沢小学校 　山形少年少女発明クラブ

森谷　太一 　　　　　　　(滝山小学校)
奈良　昂弥

優良賞 優良賞

「みんなを助ける未来のロボット」 「スノーリメイクドーム」

　山形大学附属小学校 　鶴岡市立東栄小学校
鈴木　礼雅 本間　大心

優良賞 優良賞

「リセットシップ」 「鏡を見るだけで健康診断」

　山形少年少女発明クラブ 　鶴岡少年少女発明クラブ
　　　　　　　(金井小学校) 　　　　　　　　(斎小学校)

横澤　俐旺 上野　凌平

優良賞

「タイムマシンカメラ」

　鶴岡少年少女発明クラブ
　　　　(朝暘第四小学校)

中條　陽菜



【５年生】
最優秀賞 優秀賞

「海の生物救助隊」 「夢のリニアモーターカー」

　鶴岡市立栄小学校 　東根市立大森小学校
五十嵐　翔馬 早坂　涼太

優秀賞 優秀賞

「未来の深海」 「お知らせフロントガラス」

　飯豊町立第二小学校 　鶴岡少年少女発明クラブ
鈴木　閃太 　　　　　(朝暘第一小学校)

國井　亜門

優良賞 優良賞

「未来の花屋」 「なんでもとれる機械」

　山形市立みはらしの丘小学校 　飯豊町立第二小学校
齋藤　由乃 長沼　もえ

優良賞 優良賞

「異常気象防止ドーム」 「CO2リーマン」

　山形少年少女発明クラブ 　三川少年少女発明クラブ
　　　　(山大附属小学校) 　　　　　　　(押切小学校)

武田　佳起 中根　璃音

優良賞

「水と空気で走る車」

　米沢少年少女発明クラブ
　　　　（三沢西部小学校）

髙橋　柾伎

【６年生】
最優秀賞 最優秀賞

「空間掃除機」 「３Dタブレット」

　庄内町立立川小学校 　鶴岡少年少女発明クラブ
大川　蓮夏 　　　　(朝暘第二小学校)

五十嵐　美咲

優秀賞 優秀賞

「台風力発電」 「発電文房具」

　山形大学附属小学校 　庄内町立立川小学校
木島　沙椰 小栁　さくら



優秀賞 優良賞

「ペーパークリーニング」 「身長と体重が測れる車いす」

　庄内町立立川小学校 　山形市立南山形小学校
黒沼　陽太 五十嵐　楽

優良賞 優良賞

「雪処理ロボット　おにぎり号」 「お年寄りに優しい
　　　　　　　　農業ロボット」

　山形大学附属小学校 　川西町立犬川小学校
柴﨑　栞子 大河原　羽旺

優良賞 優良賞

「Ｈappy  Song  Bus」 「雪の瞬間移動装置」

　庄内町立立川小学校 　鶴岡少年少女発明クラブ
鶴巻　莉乃 　　　　　(朝暘第四小学校)

浅黄　倖太

【中学生】
最優秀賞 優秀賞

「温度コントローラー」 「呼気温度拡大メガホン」

　山形大学附属中学校 　鶴岡少年少女発明クラブ

３年 　　　　(鶴岡第三中学校)
石原　美千愛 １年

國井　倫太朗

優良賞 優良賞

「元気をくれる水滴」 「水災害から町を守る植物」

　高畠町立高畠中学校 　高畠町立高畠中学校

１年 １年
安部　由来 鈴木　拓斗

優良賞 優良賞

「ギュンギュンドローンNEW」 「Dr.セラピーペット」

　東根市立第二中学校 　山形大学附属中学校
２年 ３年
寒河江　陽菜 山田　茉莉

＜団体賞＞
○ 山形大学附属小学校

○ 飯豊町立第二小学校

○ 庄内町立立川小学校

○ 山形少年少女発明クラブ

○ 鶴岡少年少女発明クラブ

（中学校に該当校なし）


