
(別紙）

特別賞　（１１点） ※敬称略

№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 東京都知事賞 ドアあける君 町田市立 鶴川第二小学校 6 工藤　大知

2 東京都教育委員会賞 折り畳みハンガーカラマズー 町田市立 薬師中学校 2 前岡　里奈

3 発明協会会長奨励賞 手洗いロボット 私立 玉川学園小学部 5 根木　絢未

4 東京商工会議所会頭賞 駅のLeadスイッチ 町田市立 小山中学校 2 大澤　桃香

5 毎日新聞社賞 傘のビニール集めます 私立 聖徳学園小学校 6 和田　咲太郎

6 毎日小学生新聞賞 こぼれない定食セット 町田市立 小山田南小学校 6 阿久津　希海

7 日刊工業新聞社賞 拭き残しナイパー 私立 聖徳学園小学校 6 松浦　和夢

8 日本弁理士会会長賞 ピッタリ三兄弟 私立 聖徳学園小学校 2 原田　和

9 東京文具工業連盟会長賞 くるっとリュック 私立 聖徳学園小学校 6 藤井　佑香

10 発明協会奨励賞　渡邉発明記念 チェアストッバー 私立 聖徳学園小学校 1 三輪　泰生

11 発明協会奨励賞　梶原発明記念 のび～るフックん 町田市立 町田第四小学校 1 内海　綾乃

受賞作品一覧

学校名

【きっかけ】 手を洗う前に玄関ドアとリビングドアを開けないといけないので、手を

触れないで開けられたらいいのにと思い、開き戸のドアに設置でき、足でスイッチ

を踏むだけでドアの開閉ができる装置「ドアあける君」を作りました。

【使い方と便利な点】 室内側もしくは室外側のスイッチを約１秒間、足で軽く

踏むと、自動でドアが開閉します。スイッチは足踏み式なので、ドアのレバーハン

ドルを清潔に保つことができます。一般的な開き戸のドアに設置することが可能

で、ドアを通常の使い方に戻したい時は、装置をドアから外すだけです。また、一

般的な工作材料しか使っていないため、低コストで作ることができます。

【きっかけ】 洗濯は気持ちのよい作業ですが、洗濯物を干そうとしたときに、洗

濯ハンガーの洗濯バサミが絡まると、本当にイライラします。些細なことですが、

嫌な思いをしないですむように、洗濯バサミが絡まないハンガーを考えました。

【使い方と便利な点】 洗濯ハンガーを二つに折り畳んで、上下左右に激しく

振っても、洗濯バサミ同士が絡むことはありません。使いたいときに気持ちよく広

げることができます。「洗濯ハンガーを二つ折りにして収納すると、洗濯バサミ同

士が絡まり、洗濯ハンガーを広げることができなくなる。」という市販のハンガーの

弱点を完璧に克服できます。

東京都知事賞 「ドアあける君」 町田市立鶴川第二小学校６年 工藤 大知 さん

東京都教育委員会賞 「折り畳みハンガーカラマズー」 町田市立薬師中学校２年 前岡 里奈 さん



優秀賞　（２３点） ※順不同

※敬称略

№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 優秀賞 通学おたすけダック 私立 聖徳学園小学校 1 平田　賢成

2 優秀賞 Backpack Locker 私立 聖徳学園小学校 2 前出　修志

3 優秀賞 本とじないくん 私立 成蹊小学校 3 石郷岡　崇

4 優秀賞 かさ立つくん 私立 成蹊小学校 4 小玉　素弘

5 優秀賞 キレイだワン！ 私立 成蹊小学校 4 佐藤　ひかり

6 優秀賞 タブレットと目のきょりが分かるケース 葛飾区立 川端小学校 4 矢野　史翔

7 優秀賞 お手軽リュックサック 板橋区立 志村坂下小学校 5 伊勢村　悠翔

8 優秀賞 満タンピカ注意！ 私立 成蹊小学校 5 伊藤　咲

9 優秀賞 Ｗで安針くん 中野区立 鷺宮小学校 5 植木　暖

10 優秀賞 ゴミがよく取れるゴミ袋付き“ちりとり” 町田市立 南つくし野小学校 5 柏木　万璃

11 優秀賞 自分で！！成せき表 私立 成蹊小学校 5 外島　圭祐

12 優秀賞 忘れないランチョンマット 私立 成蹊小学校 6 小川　嘉心

13 優秀賞 速乾を目指すハンガー 府中市立 府中第三小学校 6 杉村　俊亮

14 優秀賞 PUSH BOOK 私立 聖徳学園小学校 6 谷口　心咲

15 優秀賞 便利な宅配便オープナー 私立 聖徳学園小学校 6 船戸　琉生

16 優秀賞 チョーク削りＤＸ 私立 成蹊小学校 6 宗像　泰大

17 優秀賞 ＢＯＸ　ＢＵＳＴＥＲ 私立 成蹊小学校 6 渡邉　孟

18 優秀賞 フタストッパー 中央区立 銀座中学校 1 渋谷　慶太

19 優秀賞 おててを疲れさせない読書サポーター 調布市立 第八中学校 2 小黒　瑛太郎

20 優秀賞 マスクフィットメジャー 港区立 御成門中学校 2 鈴木　雅人

21 優秀賞 Don't touch マスクインマスクケース 港区立 御成門中学校 2 田島　美花

22 優秀賞 半田付け練習機 調布市立 調布中学校 3 清水　櫓檀

23 優秀賞 フリーハンドページめくり機 北区立 浮間中学校 3 髙瀬　暖人

入選　（５６点） ※順不同

※敬称略

№ 賞名 作品名 学年 氏名

1 入選 きせかえBOOKカバン 私立 聖徳学園小学校 1 小田　絢夏

2 入選 ひえひえカチューシャ 私立 聖徳学園小学校 1 柏岡　美緒

3 入選 なににしんかするかな！？ 北区立 赤羽小学校 1 白井　すみれ

4 入選 135個のキャップでかけ算バトルゲーム 北区立 西が丘小学校 2 岡嵜　志道

学校名

学校名



5 入選 雨の日も楽しいランドセル 私立 聖徳学園小学校 3 有本　恵

6 入選 ベルトつきランチバッグ 私立 成蹊小学校 3 大須賀　一颯

7 入選 熱中症防止帽子 私立 聖徳学園小学校 3 新後閑　龍之介

8 入選 のこりが見える！マスクケース 私立 成蹊小学校 3 田部　結夏

9 入選 持ち運べる背もたれ 私立 聖徳学園小学校 3 谷口　真悠

10 入選 読書タイムを快適に　ココBOOKMARK 私立 聖徳学園小学校 3 平田　愛菜

11 入選 らくらくクリップ回収ボックス 私立 聖徳学園小学校 3 三村　維親

12 入選 かんたんあわ立てき 私立 成蹊小学校 3 三山　政一郎

13 入選 持ち運びついたて 私立 聖徳学園小学校 4 中田　翔馬

14 入選 らくらくレインウェア 私立 聖徳学園小学校 4 星　凜大朗

15 入選 花が育てられる箱 北区立 赤羽小学校 5 伊藤　結愛

16 入選 鉄発見機 港区立 南山小学校 5 鈴木　碧透

17 入選 ずれ落ちないマグネットハンガー 私立 聖徳学園小学校 5 髙橋　伶汰

18 入選 どこでも楽位置楽座 私立 聖徳学園小学校 5 中村　和仁

19 入選 マジックハンド 調布市立 多摩川小学校 5 北條　龍太

20 入選 両方はさめるファイル 私立 成蹊小学校 5 星野　あずさ

21 入選 神殿のバレリーナ 北区立 第四岩淵小学校 5 益子　珠嘉

22 入選 タイマー付きおもちゃ箱 世田谷区立 東深沢小学校 5 山本　薫

23 入選 つめ切りらくらく清潔キット 文京区立 窪町小学校 6 大沼　常葉

24 入選 机にピッタちゃん 町田市立 忠生小学校 6 大屋　このみ

25 入選 スムーズキャップ 町田市立 南大谷小学校 6 柏田　奏子

26 入選 痛快！くしゃみとり器 私立 聖徳学園小学校 6 木下　新太

27 入選 熱湯冷まし機 北区立 滝野川もみじ小学校 6 髙井　愛佳

28 入選 ドリンクホルダー 北区立 桐ケ丘郷小学校 6 古川　海来

29 入選 不思議の国のカラフルオウム 北区立 滝野川小学校 6 保坂　僚哉

30 入選 ハンドルまきまき 私立 成蹊小学校 6 甫守　美玲

31 入選 ！ハッ！ととりかえる 私立 成蹊小学校 6 三鴨　芽生

32 入選 かんたんに折りたためる化粧入れ 調布市立 布田小学校 6 横見　理名

33 入選 深淵を覗く 調布市立 第六中学校 1 石山　稟恩

34 入選 水切り一体型米研ぎ器 中央区立 日本橋中学校 1 越智　穂乃香

35 入選 ティッシュ太郎 府中市立 府中第四中学校 1 笠原　駿

36 入選 おはしの向きをそろえるマシーン 北区立 飛鳥中学校 1 木村　真帆



37 入選 わんプロン 北区立 王子桜中学校 1 小松　碧実

38 入選 手に持たずに本が読める「本持ち上げ機」 町田市立 薬師中学校 1 佐々木　匠

39 入選 洋服ポケット 北区立 王子桜中学校 1 新垣　雄大

40 入選 ひんやり帽子 北区立 王子桜中学校 1 鈴木　秀亮

41 入選 マスク用ＩＤ・マスク用バッジ 中央区立 銀座中学校 1 長谷川　想汰

42 入選 卓球練習機 北区立 堀船中学校 1 濱﨑　皓匡

43 入選 スマホケース 中央区立 銀座中学校 1 山﨑　礼央奈

44 入選 拡声器付きフェイスシールド 北区立 飛鳥中学校 1 渡邊　瑠那

45 入選 キレイ好き複写ボード 私立 晃華学園中学校 2 折原　良佳

46 入選 瞬間洗濯物取り 港区立 御成門中学校 2 亀田　知沙

47 入選 祖母のためのリモコンケース 港区立 御成門中学校 2 小﨑　壮真

48 入選 ページキーパー 港区立 御成門中学校 2 三階　美優

49 入選 私の鉄棒サポーター 調布市立 第五中学校 2 塩野　絵美子

50 入選 はき掃除とふき掃除ができる不思議なほうき 調布市立 第五中学校 2 杉村　碧泉

51 入選 カサたたみの名人 調布市立 第三中学校 2 寺田　一郎

52 入選 すぐできる！除菌バングル 港区立 御成門中学校 2 前島　つばさ

53 入選 初代かぶるスマホ立て 港区立 御成門中学校 2 望月　一平

54 入選 5等分に切れる皿 北区立 十条富士見中学校 2 山寺　拓也

55 入選 多機能ボード 北区立 十条富士見中学校 3 富田　美羽

56 入選 石けんくん 北区立 十条富士見中学校 3 行川　千夏

学校賞　（５校） ※順不同

港区立御成門中学校

町田市立薬師中学校

私立聖徳学園小学校

私立成蹊小学校

町田市立鶴川第二小学校


