
＜小学校＞

【１年生】
最優秀賞 優秀賞

「空とぶ車」 「おもしろランドへ いこう」

　上山市立上山小学校 　尾花沢市立尾花沢小学校
木村　雪乃 近藤　ゆず

優秀賞 優秀賞

「ミライのおうち」 「未来の家」 　　

　尾花沢市立尾花沢小学校 　米沢市立万世小学校
髙橋　悠雅 松井　愛美

優良賞 優良賞

「未来のロボット」 「ロケットダブルうちゅう」

　山形市立第二小学校 　山形市立第六小学校
黒田　蒼大 小山　遥輝

優良賞 優良賞

「おそうじロボット オソウジー」 「クーラーのいらないせいかつ」

　山形市立第八小学校 　山形大学附属小学校
伊藤　　祐 五十嵐　皓生

優良賞

「空までのびるエレベーター」

　飯豊町立第二小学校
堀江　笑永
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【２年生】
最優秀賞 優秀賞

「子どもも自由に空を飛べる 「空とぶ電車でクジラじまに
　　　　　　　未来」 　　レッツゴー」

　山形市立第七小学校 　白鷹町立荒砥小学校
宮脇　健吾 守谷　宗汰郎

優秀賞 優秀賞

「プラネタリウムカーテン」 「太陽ポケット」

　鶴岡市立朝暘第一小学校 　山形少年少女発明クラブ
辻　さくら 　　　　　　（南沼原小学校）

堀井　心晴

優良賞 優良賞

「うちゅうの未来」 「どこでもヘリコプター」

　天童市立天童南部小学校 　天童市立天童南部小学校
荒井　涼那 蜂谷　　紬

優良賞 優良賞

「空飛ぶ遊園地」 「みんなをえがおにする
　　　　　お花ポンポンマシン」

　飯豊町立第二小学校 　飯豊町立第二小学校
小方　愛唯 新沼　瑛斗

優良賞

「ボタンをおすとどこにでも
　　いける服」

　山形少年少女発明クラブ
　　　　　(山大附属小学校)

齋藤　秀磨



【３年生】
最優秀賞 優秀賞

「工事虫」 「未来のお洋服屋さん」

　飯豊町立第二小学校 　山形市立みはらしの丘小学校

佐藤　史陵 齋藤　花衣

優秀賞 優秀賞

「お天気かえボックス」 「いろいろな時代へ
レッツゴー！」

　河北町立谷地中部小学校 　飯豊町立第二小学校
奥山　心結 渡部　珠生

優秀賞 優秀賞

「スカイポリスカー」 「台風リサイクル場」

　鶴岡少年少女発明クラブ 　三川少年少女発明クラブ
（斎小学校） （横山小学校）
門脇　　旬 髙橋　謙介

優良賞 優良賞

「未来のおうちへいこう」 「未来の世界」

　山形大学附属小学校 　天童市立天童南部小学校
田中　愛夏 植松　大貴

優良賞 優良賞

「水中商店街」 「ブックムービー」

　天童市立天童南部小学校 　河北町立谷地南部小学校
冨樫　夏美 管　ひなた



優良賞

「うちゅう旅行にいこう！」

　白鷹町立荒砥小学校
豊嶋　楽生

【４年生】
最優秀賞 優秀賞

「＋－どっちも電子レンジ」 「たいけんマシーン」

　遊佐町立藤崎小学校 　山形市立みはらしの丘小学校

遠田　紗彩乃 奥山　和咲

優秀賞 優秀賞

「おすそわけモーフ」 「nano治療ロボ」

　飯豊町立第二小学校 　山形少年少女発明クラブ
鈴木　彩世 　　　　　　(山大附属小学校)

関口　　煌

優秀賞 優良賞

「ふじゆうな方へのロボット」 「未来の空の上」

　東根少年少女発明クラブ 　山形市立南山形小学校
　　　　　　　　(東根小学校) 渡邊　晏詩

菅原　大和

優良賞 優良賞

「さいがいでかつやくする 「働くロボット登場」
　　　　　　　プルプルボール」
　山形大学附属小学校 　尾花沢市立尾花沢小学校

五十嵐　優貴 矢萩　早登



優良賞 優良賞

「クマ防止ドローン」 「ドリームピロー」

　庄内町立立川小学校 　三川少年少女発明クラブ
渋谷　伶恩 　　　　　　　　(横山小学校)

石川　叶翔

【５年生】
最優秀賞 優秀賞

「さがし物さがす眼鏡」 「思い出のシャボン玉」

　山形少年少女発明クラブ 　尾花沢市立尾花沢小学校
　　　　　　　　(金井小学校) 長利　万羽

横澤　俐旺

優秀賞 優秀賞

「自然となかよしエネルギー」 「未来マスク」

　尾花沢市立尾花沢小学校 　長井市立西根小学校
土屋　永愛 渡部　心和

優秀賞 優良賞

「４次元オーケストラ」 「二酸化炭素とごみを
　　　　エネルギーにする車」

　鶴岡少年少女発明クラブ 　飯豊町立第二小学校
　　　　　　　(朝暘第二小学校) 伊藤　充輝

五十嵐　大翔

優良賞 優良賞

「災害救助水路」 「シール型　肌にはれる
　　　　　　　　便利エコ時計」

　鶴岡市立東栄小学校 　庄内町立立川小学校
本間　大心 藤原　羽芽



優良賞 優良賞

「賞味期限のび～る機」 「空とぶ防災都市」

　山形少年少女発明クラブ 　山形少年少女発明クラブ
　　　　　　　（第九小学校） 　　　　　　　　（滝山小学校）

井上　大智 奈良　昂弥

【６年生】
最優秀賞 優秀賞

「心も笑顔，災害ロボット」 「二酸化炭素吸入変換機」

　山形大学附属小学校 　山形市立第二小学校
奥山　璃子 亀井　壮太

優秀賞 優秀賞

「盲人用メガネとくつ」 「エアーエアコン」

　尾花沢市立尾花沢小学校 　山形少年少女発明クラブ
豊島　芽生 　　　　　（山大附属小学校）

武田　佳起

優秀賞 優良賞

「薬の自動販売機」 「地球温暖化防止
　　　　　　～空気清浄塔～」

　三川少年少女発明クラブ 　山形市立みはらしの丘小学校
　　　　　　　　（東郷小学校） 齋藤　由乃

松田　來桜

優良賞 優良賞

「学校ドーム」 「地下の町」

　山辺町立山辺小学校 　飯豊町立第二小学校
安達　広葉 鈴木　閃太



優良賞

「草抜きクン・環境優シーデス」

　三川少年少女発明クラブ
　　　　　　　　(東郷小学校)

金子　春輝

＜中学校＞
最優秀賞 優秀賞

「『いじめ』発見カード」 「食料の毒・傷見分け機」

　山形市立第十中学校 　酒田市立第四中学校
１年 １年
伊藤　莉瑚 五十嵐　花奈

優秀賞 優良賞

「困った天気を解決玉」 「雷を電気にする」

　酒田市立第四中学校 　山形市立第二中学校
１年 １年
齋藤　花音 倉田　　桜

優良賞 優良賞

「動物の中も大きく見える 「生物観察双眼鏡」
　　　　レンズ」

　酒田市立第四中学校 　酒田市立第四中学校
１年 １年
五十嵐　杏 本間　彩羽

＜団体賞＞
○ 尾花沢市立尾花沢小学校
○ 飯豊町立飯豊第二小学校
○ 酒田市立第四中学校
○ 山形少年少女発明クラブ


