
出品総数１１５点　

受賞数：上位賞１６点　特別賞２点　振興賞１５点　努力賞１０点　学校賞２点

No 受賞名 受賞作品 作品名 出品者名 ふりがな 学校名 学年

1 郡山市長賞 クリーンスリッパスタンド 青木　惠子 あおきけいこ

2 郡山市教育委員会教育長賞 楽々コンパスくん 古川　峻 ふるかわしゅん 芳山小学校 4

3 郡山市議会議長賞
高齢者向け運転姿勢サポート
「スマート・ドライブパッ
ド」

株式会社クリーンネット

4 郡山商工会議所会頭賞 もう飛び散らないウロコ名人 藤田　悟 ふじたさとる 郡山北工業高等学校 1

5 日本弁理士会東北会長賞 手摺（てすり）付きの上着
アブクマソーイング
（有）

6 福島県発明協会会長賞 濡れまてん 佐藤　ひなせ さとうひなせ 郡山商業高等学校 3

7
国立研究開発法人　産業技
術総合研究所　福島再生可
能エネルギー研究所長賞

HLU（ハンドレスアンブレ
ラ）

黒沢　奈生 くろさわなお 芳山小学校 6

8 日刊工業新聞社長賞 とけいがみえるアームカバー 黒澤　千玲 くろさわちあき 薫小学校 2

第73回　郡山市発明工夫展　受賞者一覧

【第１部　社会人等（事業所、大学生を含む）】　７名１１点　４事業所６点
【第２部　小・中学・高校の児童・生徒】　　１８校９８点（小学校１３校３１点、中学校３校３点、高校２校６４点）



No 受賞名 受賞作品 作品名 出品者名 ふりがな 学校名 学年

9 福島民報社長賞 トマトばさみ 平中　千尋 ひらなかちひろ 芳山小学校 2

10 福島民友新聞社長賞 ランプシェード 佐々木　うた ささきうた 安積第三小学校 6

11 福島テレビ社長賞
守るぜ！プライバシールド
バッグ

小林　綾莉 こばやし　あやり 高瀬中学校 1

12 福島中央テレビ社長賞 でないで！！つまようじ！！ 小針　奈々 こばりなな 郡山商業高等学校 3

13 福島放送社長賞 正方形型しおり 熊田　和帆 くまだかずほ 郡山商業高等学校 3

14 テレビユー福島社長賞 ココdaよ 長沢　幸菜 ながさわゆきな 郡山商業高等学校 3

15 ラジオ福島社長賞
かくしてキレイにほせるネッ
トハンガー

黒澤　千玲 くろさわちあき 薫小学校 2

16 ふくしまFM社長賞 バラバラ氷そうち 齋藤　陽樹 さいとうはるき 桜小学校 3

17 ケイエスエム社長賞
ECO CAP Fortune（エコ
キャップフォーチューン）

橋本　彩花 はしもとあやか 郡山商業高等学校 3

18 東北村田製作所社長賞 エコクーラー 芥川　友瑛 あくたがわともあき 芳山小学校 3



No 受賞名 受賞作品 作品名 出品者名 ふりがな 学校名 学年

19 振興賞 エコクーラー 芥川　友瑛 あくたがわともあき 芳山小学校 3

20 振興賞 楽ポンはさみくん 古川　峻 ふるかわしゅん 芳山小学校 4

21 振興賞 ながら猫じゃらし 小林　真唯子 こばやしまいこ 芳山小学校 6

22 振興賞
べんりな回転式テープカッ
ター

岩本　望来 いわもとのぞむ 守山小学校 4

23 振興賞 きらきらイルミネーション 明田　詠人 あけだえいと 薫小学校 1

24 振興賞 開けぺったん 株式会社アークエンゼル

25 振興賞
調整可能ほうき（小さい子
用）

飯田　唯斗 いいだゆいと 薫小学校 6

26 振興賞 食品カレンダー 新林　岳大 しんばやしがくと 朝日が丘小学校 3

27 振興賞 スマートリードbook 森田　青空 もりたそら 郡山第三中学校 1

28 振興賞
使い方自由！コーナーボック
ス

工藤　かなえ くどうかなえ 郡山商業高等学校 3

29 振興賞 "おてもと"のお供 門馬　果桜 もんまはゆ 郡山商業高等学校 3



No 受賞名 受賞作品 作品名 出品者名 ふりがな 学校名 学年

30 振興賞
一緒に入れてもっとエコバッ
グ

七海　優羽 ななうみうわ 郡山商業高等学校 3

31 振興賞 ヨゴサナイ 田母神　蒼 たもがみあおい 郡山商業高等学校 3

32 振興賞
古家の冷暖房の効果をあげる
住いの工夫

齋藤　サヨ子 さいとうさよこ

33 振興賞 第２の足（杖） 村上　三郎 むらかみさぶろう



No 受賞名 受賞作品 作品名 出品者名 ふりがな 学校名 学年

34 努力賞 一石三鳥 工藤　丈瑠 くどうたける 行健第二小学校 6

35 努力賞 ストックチェッカー 添田　吉樹 そえた　よしき 桜小学校 4

36 努力賞 みらいゲーム　ちょきんばこ 渡辺　結之助 わたなべゆいのすけ 桑野小学校 3

37 努力賞
かわいいペットボトル　電気
スタンド

佐藤　日菜美 さとうひなみ 富田西小学校 4

38 努力賞 顔が近い！ 坪井　希吏斗 つぼいきりと 安積第二小学校 4

39 努力賞 ウイルス対策ライダー 都築　蛍 つづきほたる 安積第二小学校 5

40 努力賞 忘れ防止ール 村上　夏輝 むらかみ　なつき 大槻中学校 2

41 努力賞 なんでも干せるんです 高橋　采那 たかはし　あやな 郡山商業高等学校 3

42 努力賞 緩みにくいヘアゴム 前田　華 まえだはな 郡山商業高等学校 3

43 努力賞 すいとるくん 三本松　琴音 さんぼんまつことね 郡山商業高等学校 3

44 学校賞

45 学校賞

人気投票賞

人気投票賞

人気投票賞

芳山小学校

郡山商業高等学校

出品数６点
【受賞内訳】
・郡山市教育委員会教育長賞　１点
・産総研福エネ研究所長賞　１点
・福島民報社長賞　１点
・東北村田製作所社長賞　１点
・振興賞　３点

出品数６３点
【受賞内訳】
・福島県発明協会長賞　１点
・福島中央テレビ社長賞　１点
・福島放送社長賞　１点
・テレビユー福島社長賞　１点
・ケイエスエム社長賞　１点
・振興賞　４点
・努力賞　３点

※今年度は展示会をウェブ開催とするため、人気投票賞の決定は行いません。

※振興賞以上を受賞した作品は、11月13日から開催される福島県発明展に出品します。（第２部のみ）


