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令和４年９月２１日(水)に第 7４回郡山市発明工夫展の審査会を実施した結果、受賞者が決定しました。 

 

【郡山市長賞】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【郡山市教育委員会教育長賞】 

 

 

 

 

 

 

※その他の各受賞作品は別添のとおりです。 

 

＜郡山市発明工夫展＞ 

市民の創意工夫と努力の積み重ねから生まれた作品を一同に展示し、産業創出への寄与を目的に 

開催しています。 

出品数：112 点 第１部（社会人等の部）10 点  第２部（小・中学・高校の部）102 点 

受賞数：4３点（その他学校賞２点） 

   日 時：令和４年 10月 23日(土)～24 日(日) 

場 所：ビッグパレットふくしま（郡山市南２丁目５２） 

その他：こおりやま産業博と同時開催。会場には投票箱を設け、人気投票賞（３点）を決定します。 

     振興賞以上を受賞した 33 作品は、第 68回福島県発明展に出品されます。 

 <福島県発明展> 

日 時：令和４年１１月５日(土)～６日(日) 

場 所：郡山市労働福祉会館（郡山市虎丸町７－７） 

 

令和４年１０月３日 

郡山市産業観光部 

産業創出課 

課長心得 横堀 孝尚 

TEL：924－2271 

第７４ 回 

郡山市発明工夫展の 

受賞者が決定しました 

SDGｓ ターゲット 9.b 「技術開発、研究及びイノベーションを支援する」 

カラリダクト（第１部 社会人等の部） 

丹治 順一 様 

＜作品概要＞ 

本作品は３つの機能を持つ作品。１つ目の機能は布団乾燥機の先

端部分に装着することで足先まで温めることが可能となる。２つ

目は物干し竿に本作品を通し、そこにハンガー衣類をかけること

で風による片寄りや重なりを防げる。３つ目は物干し竿に本作品

を通し、そこに布団を干すと、本作品の回転により布団の上げ下ろ

しが容易になる。 

ファイルにパンチ！（第２部 小・中学・高校の部） 

郡山商業高等学校 ３年 石井 麻奈香さん 

＜作品概要＞ 

フラットファイルに穴あけパンチをつけた作品。穴が開いていない

資料もすぐに綴じることができる。 

ターゲット 9.b 

https://www.city.koriyama.lg.jp/life/6/36/243/


出品総数１１２点　

受賞数：上位賞１６点　企業賞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 カラリダクト 丹治　順一 たんじじゅんいち

2 郡山市教育委員会教育長賞 ファイルにパンチ！ 石井　麻奈香 いしいまなか 郡山商業高等学校 3

3 郡山市議会議長賞 ガチャガチャ鉛筆削り 橋本　乃杏 はしもとのあ 郡山商業高等学校 3

4 郡山商工会議所会頭賞 進め　福島木馬 株式会社アサヒ研創

5 日本弁理士会東北会長賞 クールなセンス 齋藤　陽樹 さいとうはるき 桜小学校 4

6 福島県発明協会会長賞 クリップせんぷうき 黒澤　千玲 くろさわちあき 薫小学校 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

ピタットキャップくん 古川　峻 ふるかわしゅん 芳山小学校 5

8 日刊工業新聞社長賞 手をまもる君 黒澤　千玲 くろさわちあき 薫小学校 3

第74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９点　１事業所１点
【第２部　小・中学・高校の児童・生徒】　　１６校１０２点（小学校１２校３０点、中学校２校２点、高校２校７０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
サイズぴったりせんたくネッ
ト

平中　千尋 ひらなかちひろ 芳山小学校 3

10 福島民友新聞社長賞 マス目じょうぎ 平中　睦基 ひらなかむつき 芳山小学校 1

11 福島テレビ社長賞 自主学習用三角定規 小山　華 こやまはな 安積第三小学校 5

12 福島中央テレビ社長賞
あなたの手とマスクを守りま
すく！

小林　綾莉 こばやし　あやり 高瀬中学校 2

13 福島放送社長賞 中心線引き出し君 藤田　悟 ふじたさとる 郡山北工業高等学校 2

14 テレビユー福島社長賞 らくポイポイ 近藤　穂華 こんどうほのか 郡山商業高等学校 3

15 ラジオ福島社長賞 ＦＯＬＤハンガー 原田　芽香 はらだめいか 郡山商業高等学校 3

16 ふくしまFM社長賞 カートからイスへ大変身 羽生　青矢 はにゅうせいや 芳山小学校 5

17 北斗型枠製作所社長賞 ＦＯＬＤハンガー 原田　芽香 はらだめいか 郡山商業高等学校 3

18
保土谷化学工業郡山工場長
賞

シャー芯なくなるよ。 熊田　栄奈 くまだえいな 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

19 振興賞 もちあるき石けん 助川　莉玖 すけがわりく 郡山商業高等学校 3

20 振興賞 かさとじ 朝倉　悠大 あさくらゆうた 郡山商業高等学校 3

21 振興賞 虫ギライ用虫とりあみ 坪井　希吏斗 つぼいきりと 安積第二小学校 5

22 振興賞 ベタベタ回避 猪野　心羽空 いのこはく 郡山商業高等学校 3

23 振興賞 ハンガーハンガー 奥玉　統也 おくたまとうや 郡山商業高等学校 3

24 振興賞
ドキドキ！おたのしみちょき
ん

本田　侑愛 ほんだゆめ 安積第二小学校 2

25 振興賞 クルピタハンガー 小川　結愛 おがわゆい 郡山商業高等学校 3

26 振興賞
楽ちん！カーペットクリー
ナー

田中　愛美 たなかまなみ 郡山商業高等学校 3

27 振興賞 べんりかばー 大越　千聖 おおこしちさと 郡山商業高等学校 3

28 振興賞 シャー芯なくなるよ。 熊田　栄奈 くまだえいな 郡山商業高等学校 3

29 振興賞 メジャーカッター 藤田　悟 ふじたさとる 郡山北工業高等学校 2



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 速乾性アップハンガー 宍戸　慶太 ししどけいた 郡山商業高等学校 3

31 振興賞 割らせません 大越　未耶美 おおこしみやび 郡山商業高等学校 3

32 振興賞
たすけて荷物持ちクッショ
ン！

平田　千春 ひらたちはる

33 振興賞 靴につける靴べら 佐藤　礼菜 さとうれいな 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

34 努力賞
ペットボトルをつぶせる踏み
台

七海　大翔 ななうみひろと 安積第三小学校 6

35 努力賞 キャンプひえひえカップ 新林　岳大 しんばやしがくと 朝日が丘小学校 4

36 努力賞 じゅんびばんたん 下山田　樹生 しもやまだいつき 薫小学校 2

37 努力賞 緑のランタン 草野　理生 くさのりお 安積第三小学校 4

38 努力賞 半紙のランタン 草野　怜生 くさのれい 安積第三小学校 4

39 努力賞 水切ればつぐんコップ 谷川　陽生 たにかわはるき 薫小学校 4

40 努力賞 花火のムード 五十嵐　怜翔 いがらしれいと 安積第三小学校 4

41 努力賞 ペンタッチクリーナー 古川　峻 ふるかわしゅん 芳山小学校 5

42 努力賞 五等分用ケーキ型 渡邉　珠耀 わたなべたまき 郡山商業高等学校 3

43 努力賞 バック型コードカバー 矢吹　舞弥 やぶきまいや 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】
・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
・福島民報社長賞
・福島民友新聞社長賞
・ふくしまFM社長賞
・努力賞　３点

出品賞最多数により選出。６８作品

※令和４年１０月２２日から２３日までに開催される「こおりやま産業博」と同時開催。参加者の投票により選出

※振興賞以上を受賞した作品は、11月5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）


