
氏          名 ふ　り　が　な 学校名・学年 作　品　名　

北澤　眞胡 きたざわ　まこ 三本木中３年 どこでもステープラー

佐々木　海璃 ささき　かいり 三本木小１年 いれたら　ぜんたいにとどくよ

氣仙　結菜 きせん　ゆいな 三本木小６年 靴下ハンガー縦連鎖式

布施　匠翔 ふせ　たくと 三本木小５年 虫とりBOX

眞家　花奈 まいえ　はな 藤坂小５年 両手でできちゃう!? ラクラク収穫セット

学年 賞 氏          名 ふ　り　が　な  学校名 作　品　名　

金　　賞 川崎　璃亜 かわさき　りあ 三本木小 レジぶくろ・エコバックしゅうのうツリー

銀　　賞 福村　華梨 ふくむら　かりん 三本木小 まちがっちゃダメだフォーン

銅　　賞 畠山　純歌 はたけやま　すみか 南小 スマイル光るテープ

〃 苫米地　結絆 とまべち　ゆうな 〃 きらきら そろばん

佳　　作 滝田　結希 たきた　ゆづき 南小 キラキラ ワクワク せっけん

〃 野崎　こはる のざき　こはる 〃 ダンボールがちゃぽん

〃 高嶺　夏葵 たかみね　なつき 〃 しゃしんたて

〃 下村　凛 しもむら　りん 〃 マスクケース

〃 吉田　易生 よしだ　いお ちとせ小 あぶないとき　うかぶいえ

〃 佐藤　麗心 さとう　れいこ 〃 ボックスがた　ちょきんばこ

金　　賞 福島　新大 ふくしま　あらた 南小 けんかをしないライト付き虫かご

銀　　賞 渡部　朱梨 わたなべ　あかり 三本木小 耳らくヘアバンド

銅　　賞 橋本　啓 はしもと　けい 三本木小 らくらく　かさホルダー

〃 里村　悠真 さとむら　ゆうま 西小 こわれてもあんしんネームバンド

佳　　作 加賀　奈那美 かが　ななみ ちとせ小 おてつだいラッキーガチャ

金　　賞 田中　凜優 たなか　りゆ 北園小 さいごまで出てくるティッシュボックス

銀　　賞 佐々木　斗真 ささき　とうま 南小 雨の日でも玄関ピカピカラクラク‼くつラック

銅　　賞 鈴木　海光 すずき　かいり 南小 アイスクリームをきれいに食べる容器

〃 吉田　蒼汰 よしだ　そうた 〃 皿ふき手ぶくろ

〃 小山田　夏那 おやまだ　なな 藤坂小 ムダなく安心つめカエルくん

佳　　作 濱野　あめり はまの　あめり 北園小 だれでも楽しく遊べるSDGsクイズスゴロク

〃 井端　楓 いはた　かえで 〃 しゃがまないでできるゴミ拾いき

〃 斗澤　悠我 とざわ　ゆうが 東小 足元カッパ

 小1

 小2

 小3

 十和田市発明協会
 会長賞

 十和田商工会議所
 会頭賞

 (一社))十和田奥入瀬
 観光機構理事長賞

 十和田市発明工夫
 教育研究会会長賞

令和４年度　十和田市児童生徒発明くふう展入賞者名簿
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特別賞

 (一社)青森県発明協会
 会長奨励賞



学年 賞 氏          名 ふ　り　が　な  学校名 作　品　名　

金　　賞 杉沢　心 すぎさわ　しん 四和小 くるりんパッ！

銀　　賞 漆坂　空音 うるしざか　くおん 三本木小 もどらない防止機

〃 鎌田　島帆 かまた　とうほ 東小 洗濯してケロッ

銅　　賞 氣仙　和輝 きせん　かずき 三本木小 ゴミ箱にだって落としぶた

〃 北澤　環奈 きたざわ　かんな 南小 どかスノー

〃 里村　陽斗 さとむら　はると 西小 やけど防止安全ガード

佳　　作 厨川　朋花 くりやがわ　ともか 三本木小 前がみ落としぶくろ

〃 黒島　朝日 くろしま　あさひ 〃 地しんでたおれない棚

〃 八取　繁成 はっとり　しげなり 〃 せん風機クーラー

〃 大澤　琥富 おおさわ　らいと 〃 モップ＆そうじ機

〃 山端　理央奈 やまはた　りおな 東小 計って切れるテープカッター

金　　賞 海津　愛琉 かいづ　あいる ちとせ小 コロコロカッター

銀　　賞 悪原　茉菜 あくはら　まな 三本木小 らくちんハンガー

〃 松坂　謙芯 まつさか　けんしん 北園小 カップラーメン支える君

銅　　賞 畑中　凛子 はたなか　りこ 三本木小 つめかえスタンド

〃 高屋　慧佑 たかや　けいすけ 北園小 ２本とげる電動えん筆けずり機

〃 鍋西　遥 なべにし　はるか 〃 エコ！ソーラーカー発電冷風扇

佳　　作 附田　あぐり つくだ　あぐり 三本木小 分解エコバック

〃 畑山　宝 はたやま　たから 北園小 ワンプッシュハミガキ粉マシーン

〃 梅内　涼太 うめない　りょうた 南小 トングバシ

〃 小山田　虹胡 おやまだ　ここ 藤坂小 時間短縮エコドライヤースタンド

金　　賞 村舘　嘉治 むらだて　よしはる 三本木小 組み立てスタンド

銀　　賞 田澤　志惟 たざわ　しい 三本木小 ずれないマスク

銅　　賞 佐藤　涼玖 さとう　りく 三本木小 くっつく　ふた

〃 赤松　志龍 あかまつ　しりゅう 〃 かさの水切り

〃 濱野　暖 はまの　だん 北園小 伸縮自由自在スマホも置けるペーパーストッカー

佳　　作 渡部　伊織 わたなべ　いおり 三本木小 シューズの砂とり

〃 田中　瑚桜 たなか　こはる 〃 のび、ちぢみナイロンタオル

〃 中野渡　瑠晏 なかのわたり　るあん 藤坂小 夏時計

中学 （特別賞） 北澤　眞胡 きたざわ　まこ 三本木中３年 どこでもステープラー

 小6
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 小４

 小5


