
氏          名 ふ　り　が　な 学校名・学年 作　品　名

佐々木　愛謝 ささき　あいしゃ 北園小３年 見守りかがみ「孫見」

晴山　愛子 はれやま　あいこ 三本木小６年 災害時の救助ドローン

藤田　絆鈴 ふじた　ばんり 三本木小４年 通信シート

横岡　佑汰 よこおか　ゆうた 南小５年 ねんりょう作成コンバイン

小島　浩平 こじま　こうへい 三本木小２年 おまもりバッジ

 学年 賞 氏          名 ふ　り　が　な 学　校　名 作　品　名

金　　賞 二本柳　遼正 にほんやなぎ りょうせい 三本木小 声が文字になるめがね

銀　　賞 外澤　 尊 そとさわ　たける 三本木小 むしがたくさんくる むしかご

〃 大山　凛佳 おおやま　りんか 〃 まほうのくし

銅　　賞 柴田　賢一 しばた　けんいち 三本木小 音楽が流れて雨の日も楽しく歩けるカサ

〃 稲田　あおい いなだ　あおい 〃 おねがいハンガー

〃 高屋　洸 たかや　こう 南小 世界を飛ぶ家ロケット

佳　　作 木村　澪 きむら　みお 三本木小 ケーキをおおきくするライト

〃 阿部　獅十 あべ　しどう 〃 みらいの のりもの

〃 一戸　莉眞 いちのへ　りま 〃 て・あしがのびるリュック

〃 紺野　里奈 こんの　りな 〃 未来のすべり台

〃 豊川　千輝 とよかわ　かずき 北園小 こんなかさ、あったらいいなあ

〃 久野　大翔 ひさの　ひろと ちとせ小 とうめいマント

金　　賞 石橋　岳空 いしばし　がくう 藤坂小 はみがきライト

銀　　賞 倉岡　大和 くらおか　やまと 三本木小 病気を治すカメラ

〃 角田　七海 かくた　ななみ 北園小 ドクターマスク

銅　　賞 新山　楷人 にいやま　かいと 三本木小 魚とおしゃべりするギョッ！

〃 小川　美緒 おがわ　みお 〃 コロナウィルスをすえるそうじき

〃 松田　亮斗 まつだ　あきと 藤坂小 ゆめの中で月面ジャンプ

佳　　作 山崎　杏音 やまざき　あのん 三本木小 種をまくとすぐ育つツリーハウス

〃 古舘　凜人 ふるだて　りんと 〃 キッズお知らせウェーブ

〃 布施　百恵 ふせ　ももえ 〃 光っとハブラシ

〃 桜田　なつめ さくらだ　なつめ 〃 まごの足サポーター

〃 佐々木　陽大 ささき　ひなた 〃 あつさで色がかわるぼうし

金　　賞 木村　有希 きむら　ゆき 藤坂小 花がさく　たいほうやてっぽう

銀　　賞 中村　昊汰 なかむら　そらた 三本木小 みらいのくうきで動く物

〃 八幡　桃寧 やわた　ももね 〃 りょうりができる画用紙

銅　　賞 山田　愛之介 やまだ　あいのすけ 三本木小 ハッピー発電ぼうし

〃 山本　結生 やまもと　ゆい 〃 雨雲発生ドローン

〃 久保田　瑛大 くぼた　えいた ちとせ小 電気で海のごみをかいしゅうするそうち

佳　　作 水尻　莉知 みずしり　りさと 三本木小 生き物さわれるマシーン

〃 佐々木　煌河 ささき　こうが 南小 １秒スッキリカットバン

〃 小山田　夏那 おやまだ　なな 藤坂小 ～目と心をまもる～安心テレビ

〃 古川　侑真 ふるかわ　ゆうま ちとせ小 両面せんぷうき

〃 樋󠄀口　陽祐 ひぐち　ようすけ 法奥小 ねつすいとり青空ホール
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 小2

 小3
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特別賞

 (一社)青森県発明協会
 会長奨励賞

 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



 学年 賞 氏　　　名 ふ　り　が　な 学　校　名 作　　品　　名

金　　賞 小島　すみれ こじま　すみれ 三本木小 空気きれい草

銀　　賞 榊󠄀　結菜 さかき　ゆな 三本木小 自動で分別してくれるゴミしゅう集車

〃 福村　妃華　 ふくむら　ひめか 〃 みんなを守るんドーム

銅　　賞 佐藤　快成 さとう　かいせい 三本木小 海で事こ？ピンチすくうエアバック

〃 齋藤　由芽 さいとう　ゆめ 〃 湿度快適ハウス

〃 山中　陽貴 やまなか　はるき 〃 HAPPY SNOW

佳　　作 山崎　翔亜 やまざき　とあ 三本木小 誰でも同じ物を食べられる食器

〃 生越　正人 おごせ　まさと 〃 ドクター自はん機

〃 大村　暖乃 おおむら　はるの 〃 チクチク言語　イヤ・イヤホン

〃 大野　陽 おおの　はる 〃 青森祭りライト

〃 櫻庭　永陽 さくらば　はるや 北園小 せいけつなマスク

〃 金渕　瑛士 かなぶち　えいじ 南小 お手伝いロボット

金　　賞 新関　乃英 にいぜき　のえ 南小 からだ粘土

銀　　賞 新山　明佳 にいやま　めいか 三本木小 焼けたかなチェックフライパンカバー

〃 坂田　靖貴 さかた　やすき 北園小 ゴミトリサウルス

銅　　賞 小幡　侑亜 おばた　ゆうあ 三本木小 太陽の光がとどく地下室シェルター

〃 木村　実那 きむら　みな 〃 ウイルス変換機

〃 小山田　虹胡 おやまだ　ここ 藤坂小 ウイルス発見ゴーグル

佳　　作 法量　來愛 ほうりょう　くれあ 三本木小 車内をすずしくしてくれるパネル

〃 楠部　美衣子 なんぶ　みいこ 〃 風りん力発電

〃 山端　斗真 やまはた　とうま 北園小 草かりロボット

〃 砥綿　真徳 とわた　みのり 南小 リズムで発電！太鼓発電

〃 松田　利菜 まつだ　りな 藤坂小 残パンでパン

〃 高森　映 たかもり　あき 〃 健康分かり時計

金　　賞 加藤　煌理 かとう　きらり 三本木小 簡単隔離バブル

銀　　賞 楠部　舞衣子 なんぶ　まいこ 三本木小 音量調節あみど

〃 田村　祥隆 たむら　よしたか 南小 健康発電機

銅　　賞 赤坂　愛実 あかさか　まなみ 三本木小 大雨が降っても安心な堤防

〃 林　　 葵咲 はやし　きさき 〃 食中毒から守ります

〃 工藤　陽依 くどう　ひより 〃 食物→電気変換装置

佳　　作 田中　仁菜 たなか　にいな 三本木小 アラーム付き、暑さ指数お知らせバンド

〃 田中　瑚桜 たなか　こはる 〃 観察メガネ

〃 山本　竜生 やまもと　りゅうせい 〃 すずしい花火

〃 小笠原　心美 おがさわら　ここみ 〃 毎日らくらく冷蔵庫

〃 今泉　明優花 いまいずみ　あゆか 四和小 万能カッパ

金　　賞 新関　琥太郎 にいぜき　こたろう 三本木高校附属中２年 伝心柱

銀　　賞 岡田　愛佳 おかだ　あいか 三本木中３年 ねん土移植

佳　　作 米田　導毅 まいた　みちき 甲東中２年 シーオーツーカー
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