
発明考案 お魚さん快適装置｢ギョギョ魚！！｣
豊　紅茉
泉　楓
長井　駿

奄美市立笠利中学校 中２

絵 画 空気静浄鳥・空気静浄魚 上靏　絢太 鹿児島市立本名小学校 小５

一 般 医療用着衣
公益財団法人昭和会 今給黎総合病院
看護部 集中治療室

発明考案 クーリングライト 井上　壘輝凱 学校法人都築教育学園鹿児島第一高等学校 高２

絵 画 歩いて発電するくつ 澤田　優菜 学校法人都築教育学園鹿児島第一中学校 中１

鹿児島少年少女発明クラブ

(鹿児島市立草牟田小学校)

絵 画 ワンダフルスーツ 岡本　らら 鹿児島市立吉野東小学校 小５

一 般 棚列上部の開口と可倒機能を有した栽培棚 堀之内　満朗

発明考案 太陽とともに起きようエコ目覚まし時計 前鶴　航希 日置市立伊集院北小学校 小６

絵 画 地球温暖化ストッパー 前元　愛翔 徳之島町立尾母小学校 小６

鹿児島少年少女発明クラブ

(鹿児島市立原良小学校)

絵 画 つながる道具 佐野　樹 鹿屋市立輝北小学校 小３

一 般 風車 小濵　博昭

一 般 土壌改良法
株式会社テクノマックス南日本
会長 遠矢博明

発明考案 どこでも便利机 脇田　真子 鹿児島市立本名小学校 小６

絵 画 物質変化機 落合　和奏 霧島市立平山小学校 小５

一 般
鹿児島大学キャラクター｢さっつん｣のタイリングデザイン
意匠

鹿児島大学　小野智司

鹿児島少年少女発明クラブ

(鹿児島市立西田小学校)

絵 画 ドンドン家作りマシン 實島　勇太 徳之島町立尾母小学校 小６

学校賞

奄美市立笠利中学校

鹿児島商工会議所会頭賞

公益社団法人発明協会会長奨励賞

NPO法人まあちゃんのモノ作り育英会奨励賞

発明考案 せっけんあわだてき 仙太　悠眞 小３

小５

鹿児島県小中高等学校理科教育研究協議会会長賞

鹿児島市長賞

発明考案 高速小物乾燥機 脇園　准多 小５

第64回鹿児島県発明くふう展　入賞者名簿

鹿児島県知事賞

鹿児島県教育委員会賞

一般社団法人鹿児島県発明協会会長賞

発明考案 ふん取り用便利スコップ 東　すず



発明考案 藤上　弦大 鹿児島少年少女発明クラブ 小３

(鹿児島市立錦江台小学校)

災害用電灯 大川内　将人 鹿児島市立本名小学校 小６

スーパー用心棒
中　海斗
平田　葉月
藤田　彩友

奄美市立笠利中学校 中３

絵 画 避難して下さい 重信　凜音 鹿児島市立本名小学校 小６

目の見えない人でも頭に風景がはいる帽子 弘田　陽士 鹿屋市立輝北小学校 小６

情報伝達円滑装置 税所　優輝 学校法人都築教育学園鹿児島第一中学校 中３

一 般 癒やしの音次郎
有限会社アクアシステム
中村利文

保冷しなくても手軽に持ち運べ容易に使用できる釣り餌 大冨　誠

叩打マッサージ機 おもちゃのくに

発明考案 小がた超強力せん風機 新村　耕己 鹿児島少年少女発明クラブ 小４

(鹿児島市立山下小学校)

くみかえカレンダー 松尾　綾子 鹿児島少年少女発明クラブ 小４

(鹿児島市立西田小学校)

折りたたみ式テーブル 肥後　宅哉 鹿児島少年少女発明クラブ 小４

(鹿児島市立原良小学校)

ひかるメガネ置き 蒲牟田　圭吾 鹿児島少年少女発明クラブ 小５

(鹿児島市立原良小学校)

本棚 梶尾　海斗 阿久根市立三笠中学校 中１

絵 画 ふしぎなかさ 南　真友香 鹿児島市立本名小学校 小２

地しんのときにこわれないいえ 中村　璃音 鹿児島市立本名小学校 小２

けがをなおすふね 長濱　航太 鹿児島少年少女発明クラブ 小３

(鹿児島市立草牟田小学校)

地しんせん用ヘリ 澤﨑　有 霧島市立平山小学校 小４

がれきリサイクル機「かえる」 堀川　陽菜 学校法人都築教育学園鹿児島第一中学校 中２

発明考案 ミニ水車 伊集院　丈琉 鹿児島市立谷山小学校 小２

犬のえさやりき　ワンワンタッチ 石下谷　駿佑 鹿児島市立本名小学校 小２

手を切らない安全ボード 樋口　煌大 鹿児島少年少女発明クラブ 小３

(鹿児島市立原良小学校)

らくらくお薬セット 山野　結子 鹿児島市立明和小学校 小４

すべらないおぼん 脇田　優 鹿児島市立本名小学校 小５

上も下も丸見え機 木藤　敦文 鹿児島少年少女発明クラブ 小５

(鹿児島市立原良小学校)

水とりタオル 田畑　夏希 鹿児島市立本名小学校 小６

可動式本棚 出口　雄也 阿久根市立三笠中学校 中１

絵 画 くちのうごきだけでわかるめがね 鳥越　思嬉 鹿児島市立本名小学校 小１

しょうぼうジェットスター 作井　優斗 鹿児島市立本名小学校 小２

海の上に住める家 田口　愛衣 鹿児島市立本名小学校 小２

地球を守る新幹線 花田　昴大 鹿屋市立輝北小学校 小２

めざましまくら 松薗　夏輝 鹿児島市立本名小学校 小３

エコボックス 山﨑　凱也 霧島市立平山小学校 小３

ガード物干し 盛満　大熙 鹿児島市立本名小学校 小４

やさしさカード 峯苫　泰志 鹿児島少年少女発明クラブ 小４

(鹿児島市立草牟田小学校)

牛おせわロボット 有馬　あい子 鹿屋市立輝北小学校 小５

なやみかいけつき 吉留　心菜 鹿屋市立輝北小学校 小５

ライトくつ 屋地　康輝 鹿屋市立輝北小学校 小６

細胞を再生できるライト 新原　樹亜 学校法人都築教育学園鹿児島第一中学校 中２

ペットお守り機 樋渡　莉子 学校法人都築教育学園鹿児島第一中学校 中２

窒素スーツ 梶原　未夢 学校法人都築教育学園鹿児島第一中学校 中３

歩くと花が咲くスニーカー 南　明里 学校法人都築教育学園鹿児島第一中学校 中３

優秀賞

クーラーボックス

優良賞

入　選
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