
【特別賞】

山形県知事賞 山形県知事賞

「Tellしてguard 

　～あなたの危険を 「ピタゴラキッチンタイマー」

　　　　　知らせます～」

山形県立長井工業高等学校 三川町立押切小学校

３年 ２年

青木　京香 坂　　勇杜

瀨野　翔子

本田　鈴香

尾花沢市長賞 東北経済産業局長賞

「スイカをきれいに 「玄関に合わせて形の

　　　　　食べられる皿」 　　変えられるかさ立て」

尾花沢市立玉野小学校 酒田市立内郷小学校

６年 ５年

髙橋　信之 阿部　歩果

山形県議会議長賞 山形県教育委員会教育長賞

「ばばちゃんの健康 「くるくるターン靴乾燥機」

お薬タワー」 三川少年少女発明クラブ

東根少年少女発明クラブ 　　　　　　　　（押切小学校）

　　　　　　　　（東郷小学校） ４年

６年 諏訪　聖奈

深瀬　萌心

尾花沢市議会議長賞 尾花沢市教育委員会教育長賞

「合かくきがん 「どこでも手すり」

　　　すべらない筆入れ」 尾花沢市立尾花沢小学校

鶴岡市立あさひ小学校 ５年

３年 菅野　凌平

工藤　和歩

公益社団法人発明協会 公益社団法人発明協会

会長奨励賞 会長奨励賞

「動物レスキューゲーム」 「あっかんべーで何㎝？」

山形市立第八小学校 鶴岡市立あさひ小学校

３年 ２年

荒井　伸樹 大坂　彩奈

日本弁理士会会長奨励賞 日本弁理士会会長奨励賞

「タイマー式かい中電灯」　 「稚魚用自動給餌機」

鶴岡少年少女発明クラブ 南陽市(一般)

　　　　　（朝暘第二小学校） 松田　　孝

３年

粕渕　　翼
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山形県発明協会会長賞

「缶楽器」

酒田市立内郷小学校

２年

鈴木　彩花

【優秀賞】

山形県工業技術センター 山形県市長会会長賞

所長賞

「かべかけ身長計」

「やさしいはえたたき」 鶴岡市立京田小学校

鶴岡市立藤島小学校 ４年

１年 佐藤　樹杏

齋藤　我成

山形県市議会議長会 山形県町村会会長賞

　会長賞

「トトロのティーパーティ」

「シャカシャカホイッパー」 山形市立第一小学校

三川少年少女発明クラブ ５年

　　　　　　　　（押切小学校） 土井　貴香子

６年

諏訪　美羽

山形県町村議会議長会 山形県市町村教育委員会

　　　会長賞 協議会会長賞

「がい虫バスターインテリア」　 「保存食忘れず

山形市立東小学校 　　　　　食べ～るボード」

４年 鶴岡市立朝暘第四小学校

粟野　元太 ４年

安田　勇太郎

山形県商工会議所連合会 山形県中小企業団体

会長賞 中央会会長賞

「漢字花火を打ち上げよう」 「ぬれないんです」

庄内町立余目第三小学校 最上少年少女発明クラブ

６年 　　　　　　　　（新庄小学校）

菊地　洸希 ６年

信夫　慎太郎



山形県企業振興公社 山形県工業会会長賞

理事長賞

「ミラクル風車」

「とびだす動物図鑑」 山形市立第七中学校

三川町立東郷小学校 ２年

５年 會田　空翔

武田　倖奈

山形放送社長賞 山形テレビ社長賞

「吸熱式冷蔵庫」 「ハイブリッド

東根少年少女発明クラブ 　　　　ビー玉コースター」

　　　　　（東根第二中学校） 山形市立滝山小学校

２年 ５年

横尾　祥也 大場　心結

テレビユー山形社長賞 さくらんぼテレビジョン

社長賞

「絶対のがさん」

尾花沢市立尾花沢小学校 「額縁かけ」

６年 鶴岡市立朝暘第一小学校

石山　泰成 ６年

田村　優生哉

山形新聞社長賞 日刊工業新聞社長賞

「ハンカチうらないボックス」 「コストのかからない温泉と

庄内町立立川小学校 雪を利用したエコ発電」
４年 山形市立蔵王第一中学校

黒沼　陽太 ２年

岩田　信治

産経新聞社山形支局長賞

「使いづらい

　トイレットペーパー」
山形県立村山産業高等学校

１年

熊澤　卓哉



【優良賞】

学年

ユニバーサルデザインぴかっと自動販売機 山形市立第十小学校 3

いつでもスピン 6

重い荷物運べます 4

スキージャンプ台 山形市立南沼原小学校 3

おりたたみハンガー 尾花沢市立尾花沢小学校 5

ひんやり背中シート 鶴岡市立朝暘第六小学校 5

かさの水てきとり器 酒田市立浜田小学校 6

熱くなっちゃうどきどきブザーゲーム 5

迷子にならない下じき 鶴岡市立朝暘第六小学校 6

暑い夏 酒田市立一條小学校 5

トイレットペーパーせつやっくん 4

大きくなっても楽ラクステップ 鶴岡市立朝暘第六小学校 2

くらげドリーム館 庄内町立余目第一小学校 1

らくらくちりとり 庄内町立余目第二小学校 6

ラスカルの手 5

私のアニメーションＢＯＸ（渡り鳥） 酒田市立琢成小学校 3

くるくるまわるすいぞくかん 酒田市立亀ヶ崎小学校 1

遊んで学ぶ布絵本 酒田市立松陵小学校 4

コロコロかたもみ 5

空き缶つぶし 4

世界一むずかしい？けん玉 山形大学附属小学校 3

おりこうイス 鶴岡市立あさひ小学校 4

らくらく 手バック としょバック 鶴岡市立朝暘第六小学校 1

クルミぼうさいずきん 酒田市立新堀小学校 2

温度ぼうし 尾花沢市立尾花沢小学校 6

何でも洗えーる手ぶくろ 尾花沢市立尾花沢小学校 6

ペットボトルつぶし器 尾花沢市立鶴子小学校
４
６

漢字紙芝居型学習ボックス 鶴岡市立上郷小学校 4

クスリトリッチ 鶴岡市立大山小学校 4

風に勝つぞー！ 5

【団体賞】

尾花沢市立尾花沢小学校

鶴岡市立あさひ小学校

山形県立村山産業高等学校

三川少年少女発明クラブ

東根少年少女発明クラブ

【第５０回記念　特別賞】

山形県発明協会会長奨励賞 尾花沢市立玉野小学校　すいかプロジェクト

石川　璃空

川村　あん
川村　のん

本間　珠涼

伊藤　真央
伊藤　未希

森　進太朗

武田　佳起

工藤　裕琳

山澤　弘季

佐藤　朱莉

冨澤　　統

工藤　瑳々良

國井　倫太朗

佐々木　陽飛

中野　瑛斗

佐藤　惺空

榎本　洸星

江場　永遠

佐藤　　綾

武石　陸生

小野寺　明日香

鈴木　　朝

大瀧　吏胡

作　品　の　名　称 氏　　名 学校・所属など

松浦　和志

會田　蕾毅

三宅　颯香

鈴木　暖斗

鶴岡少年少女発明クラブ
（朝暘第二小学校）

最上少年少女発明クラブ
（日新小学校）

東根少年少女発明クラブ
（神町小学校）

小埜　翔太郎

佐藤　達弥

須藤　　練

大河原　友祐

三川少年少女発明クラブ
（横山小学校）

鶴岡少年少女発明クラブ
（朝暘第一小学校）

東根少年少女発明クラブ
（神町小学校）

天童少年少女発明クラブ
（北部小学校）

三川少年少女発明クラブ
（横山小）


