
(別紙）

特別賞　（１２点）

№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 東京都知事賞 Clean & easy 町田市立 鶴川第四小学校 6 近藤　菫

2 東京都教育委員会賞 サイコロしょうぎ 中野区立 鷺宮小学校 1 植木　暖

3 発明協会会長奨励賞 パッと着られる！ランドセルレインポンチョ 大田区立 高畑小学校 5 鈴木　創妃光

4 東京商工会議所会頭賞 イス自動収納装置 町田市立 鶴川第二小学校 4 工藤　貴博

5 毎日新聞社賞 玄関クリーンくん 町田市立 鶴川第二小学校 2 工藤　大知

6 毎日小学生新聞賞 トイレの紙様　2017 台東区立 根岸小学校 5 島村　佳歩

7 日刊工業新聞社賞 ねじ山守る君 町田市立 南第四小学校 4 比留間　太一

8 日本弁理士会会長賞 飛びこむ1円玉貯金箱 北区立 滝野川第三小学校 5 山本　和輝

9 東京文具工業連盟会長賞 ひらけ～本 私立 成蹊小学校 4 西下　心美

10 発明協会奨励賞　渡邉発明記念 リサイクル応援エコリングカッター 町田市立 小山田中学校 3 川端　良弥

11 発明協会奨励賞　蟻川発明記念 魔法のメジャー 私立 聖徳学園小学校 2 船戸　琉生

12 発明協会奨励賞　梶原発明記念 筆ピタパレット 町田市立 図師小学校 4 板谷越　湊

受賞作品一覧

学校名

東京都知事賞「Clean & easy」町田市立鶴川第四小学校 6年 近藤 菫さん 

ぼくは、しょうぎがだいすきです。ともだちや3

さいのおとうとといっしょにできるようにくふうし

ました。サイコロしょうぎにすることで、6めん

ぜんぶつかえます。ひらがなやとくてんをかい

たり、いろをあかるくしたり、つかみやすいお

おきさにしました。みんなでたのしくできるよう

になりました。 

東京都教育委員会賞「サイコロしょうぎ」中野区立鷺宮小学校 1年 植木 暖さん 

この作品は、スーパーで使う食品を入れるビ

ニール袋を、手拭き布を触らずに、清潔、また、

簡単に開けることができます。ビニール袋を、

すべり止めのついた板にあてながら引っ張る

と、自然に袋の口が開きます。あとは、切り取

り板でミシン目をあてて切れば、袋が開いた

状態になります。 



優秀賞　（２２点） ※順不同

№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 優秀賞 磁力で浮かぶ魔法の筆 私立 聖徳学園小学校 2 木下　新太

2 優秀賞 まほうのお花やさん 北区立 王子第一小学校 2 本多　乙葉

3 優秀賞 楽よみコンパクト 私立 聖徳学園小学校 3 鈴木　恵

4 優秀賞 らくらくぼう 私立 成蹊小学校 3 高瀬　悠汰

5 優秀賞 空気のボードゲーム 北区立 滝野川第三小学校 3 早瀬　英

6 優秀賞 クリップ鳥 町田市立 小山小学校 4 大澤　桃香

7 優秀賞 さらっとマットまき 町田市立 鶴川第一小学校 4 山口　紗良

8 優秀賞 お買い物たまごまもり隊 町田市立 南大谷小学校 5 柏田　遥子

9 優秀賞 走りやすい長ぐつ 町田市立 町田第三小学校 5 菊川　知行

10 優秀賞 三面ワイパー・端まで使えーる 私立 聖徳学園小学校 5 遠竹　泰知

11 優秀賞 せなか～るくん 私立 聖徳学園小学校 5 中園　陽奈

12 優秀賞 花束に変身する花びん 私立 成蹊小学校 5 日比野　凛

13 優秀賞 のびちぢみ自由なサンダル 北区立 神谷小学校 5 三田　夏綺

14 優秀賞 もう「どこに置いたかな？」と言わないね、おじいちゃん！ 北区立 西ケ原小学校 6 稲永　萌夏

15 優秀賞 軽々アームバンド 町田市立 町田第五小学校 6 小菅　裕人

16 優秀賞 ペーパー残るくんⅡ 町田市立 鶴川第四小学校 6 柴床　乙寧

17 優秀賞 後ろから入れる引き出し君とくつ下入れ兄弟 港区立 東町小学校 6 安川　秀太

18 優秀賞 手持ち花火　安全棒and安全台 町田市立 真光寺中学校 1 草部　彩

19 優秀賞 Let's Study ペンケース 中央区立 晴海中学校 1 西田　麻那

20 優秀賞 なんでもたて 北区立 王子桜中学校 2 大石　陸登

21 優秀賞 鉄くず磁石で「ピットッパ」 町田市立 南大谷中学校 3 石塚　日向

22 優秀賞 鍋敷きミトン 北区立 堀船中学校 3 原　陽花

入選　（５６点） ※順不同

№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 入選 夏に金魚を元気に運ぶ水槽システム 私立 聖徳学園小学校 1 石橋　卓磨

2 入選 水飲みタイマー 北区立 滝野川第三小学校 1 山本　衣純

3 入選 虫キャッチ＆ゴー 私立 聖徳学園小学校 2 髙橋　愛莉

4 入選 アルチンボルドさんの絵のパズル 北区立 田端小学校 2 中村　曜

5 入選 めだかの自動エサやり機 港区立 青南小学校 2 藤川　航成

6 入選 手をぬらさずにたためるカサ 私立 聖徳学園小学校 2 松浦　和夢

7 入選 指先をきたえる 調布市立 石原小学校 3 石山　稟恩

8 入選 まっすぐ書けて、消しゴムいりま線 私立 聖徳学園小学校 3 上野　一成

9 入選 本好きのブックカバー 私立 成蹊小学校 3 大島　優

10 入選 らくちん！エプロン 私立 成蹊小学校 3 北野　愛奈

11 入選 にぎり上手3点セット 私立 聖徳学園小学校 3 坂本　一晄

学校名

学校名



12 入選 花火の味方、ろうそく立て 私立 成蹊小学校 3 鈴木　美凪

13 入選 自動エサキャッチクリーン 私立 聖徳学園小学校 3 富永　陽大

14 入選 夏の思いでちょ金ばこ 国立市立 国立第七小学校 3 升屋　拓斗

15 入選 お薬わすれない時計 中央区立 月島第一小学校 4 井上　縁

16 入選 わかるぞー 私立 東京創価小学校 4 梅津　和宣

17 入選 しわのびハンガー 町田市立 小山中央小学校 4 實方　悠人

18 入選 のビニールかさ 町田市立 町田第四小学校 4 福原　日愛

19 入選 タスカル 私立 聖徳学園小学校 5 柏手　太陽

20 入選 はさんで、すー 私立 聖徳学園小学校 5 加藤　未亜

21 入選 餃子100％ 私立 聖徳学園小学校 5 小池　レイ

22 入選 巻き戻しペーパー 町田市立 三輪小学校 5 小堀　快晟

23 入選 ヨットで世界一周 北区立 滝野川第二小学校 5 佐藤　るか

24 入選 粉粉サッサッ 私立 成蹊小学校 5 山田　眞子

25 入選 スカートのミカタ 府中市立 新町小学校 6 浅田　育

26 入選 いつでも、平行線 町田市立 鶴川第二小学校 6 梅田　康太

27 入選 鳥の羽の扇風機 北区立 梅木小学校 6 岡安　樹里

28 入選 磁気浮上ハウス 北区立 田端小学校 6 酒井　瞭太朗

29 入選 変動するねこじゃらし 台東区立 金竜小学校 6 佐々木　雅仁

30 入選 とれーるペンシルスタンド 町田市立 小山中央小学校 6 清水　隆恵

31 入選 シワもピンチも伸びーる洗濯ハンガーセット 私立 聖徳学園小学校 6 砂廣　薫奈

32 入選 調節式本棚 品川区立 立会小学校 6 山中　歌織

33 入選 危なくないす 千代田区立 千代田小学校 6 渡　桜城

34 入選 ノート作りがしやすくなる下じき 足立区立 第四中学校 1 石田　愛佳

35 入選 駅のホーム白杖 町田市立 小山中学校 1 大澤　楓香

36 入選 衛生的歯ブラシ立て 中央区立 晴海中学校 1 岡本　温志

37 入選 テニスボールホルダー 北区立 滝野川紅葉中学校 1 菊池　みよの

38 入選 仕切り＆しおり本棚 中央区立 銀座中学校 1 小林　桜

39 入選 ダンベル自動回数機 板橋区立 上板橋第一中学校 1 小山　翔大

40 入選 1人で測れる！吸盤付きメジャー 品川区立 荏原第六中学校 1 多湖　梨風

41 入選 ワンアクションのティッシュケース 品川区立 荏原第六中学校 1 田村　麗実

42 入選 エコ度100％　ストレス0袋 品川区立 荏原第六中学校 1 栃谷　好香

43 入選 パパッとペットボトルのラベルはがし 品川区立 荏原第六中学校 1 中野　遥菜

44 入選 指先を保護する軍手 台東区立 御徒町台東中学校 1 林　天音

45 入選 耳が痛くならない君 品川区立 荏原第六中学校 1 平山　姫蘭

46 入選 バッティングマシン 私立 國學院大學久我山中学校 1 松本　慎之介

47 入選 どこにでもおけるゴミ箱 中央区立 佃中学校 1 丸山　シュウ

48 入選 キャリー軽軽 町田市立 町田第一中学校 1 森　和将



49 入選 めくれる傘袋 品川区立 荏原第六中学校 1 山下　京之助

50 入選 洗濯ばさみホルダー 北区立 王子桜中学校 1 吉田　弓華

51 入選 ハンガー革命 町田市立 金井中学校 2 大槻　紘生

52 入選 自動演奏木琴 私立 國學院大學久我山中学校 2 唐澤　倖陽

53 入選 ラクラク詰メ替エシャンプーボトル 板橋区立 上板橋第一中学校 2 髙木　総大

54 入選 運ぶのジョーズ 町田市立 真光寺中学校 2 平本　望

55 入選 ピンポン球用サーブマシーン 私立 國學院大學久我山中学校 2 村野　可奈

56 入選 つり革のカワリ 私立 桜蔭中学校 3 山内　菜々子

学校賞　（５校） ※順不同

品川区立　荏原第六中学校

町田市立　鶴川第四小学校

私立　聖徳学園小学校

私立　成蹊小学校

中野区立　鷺宮小学校


