
第６8回鹿児島県発明くふう展

入 賞 目 録

会 場 かごしま県民交流センター
会 期 令和２年１２月１８日（金）～令和２年１２月１９日（土）

９：００～１７：００ （最終日１６：００まで）
表彰式 令和２年１２月１９日（土）

１５：００～１６：００

主 催 一般社団法人鹿児島県発明協会

共 催 鹿児島県・鹿児島県教育委員会・鹿児島県小中高等学校理科教育研究協議会

後 援 鹿児島市・鹿児島市教育委員会・鹿児島商工会議所
鹿児島県商工会議所連合会・鹿児島県商工会連合会
公益社団法人発明協会・NPO法人まあちゃんのモノ作り育英会
公益社団法人鹿児島県工業倶楽部・南日本新聞社・NHK鹿児島放送局
MBC南日本放送・KTS鹿児島テレビ・KKB鹿児島放送・KYT鹿児島読売テレビ



発明考案 安全ミラー 中村　和希 鹿児島少年少女発明クラブ 小５

（鹿児島市立玉江小学校）

絵 画 雨ぐもはっせいき 野崎　宏太 霧島市立天降川小学校 小２

一 般 蒸留酒の製造方法 農業法人八千代伝酒造株式会社 代表取締役　八木　健太郎

発明考案 アームスライダー 内野　稜真 学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校 高３

絵 画 海のおそうじロボ 森　翔大朗 鹿児島市立武小学校 小５

発明考案 ソーシャルディスタンス検知装置 有水　海翔 学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校 高１

絵 画 階だんものぼれる車イス 野崎　健太 霧島市立天降川小学校 小４

一 般 簡易蔓切機 宮崎　淳子

発明考案 登りやすい松葉づえ 上村　春文 鹿児島少年少女発明クラブ 小５

（鹿児島市立原良小学校）

絵 画 見える！おいしさと資源 中村　亮輔 学校法人都築教育学園鹿児島第一中学校 中３

発明考案 分別エコバッグ 藤山　慎希 鹿児島市立坂元中学校 中１

絵 画 とうめいますく 柊宇都　弘龍 鹿児島市立本名小学校 小１

一 般 スプレーホルダー 小薗　真介

一 般 排水ポンプ 中村　翔 ・平　智希・瀧田　健斗

発明考案 友基流花火用ろうそく 北野　友基 鹿児島市立石谷小学校 小５

絵 画 無限な世界 本吉　心南 屋久島町立中央中学校 中１

一 般 仮装用衣装セットおよび仮装用衣装セットの製作方法 株式会社旭工芸
徳
丸
剛

発明考案 キャップのおみくじごみ箱 柿本　絆名 鹿児島少年少女発明クラブ 小４

（鹿児島市立中洲小学校）

絵 画 ごみから花火へ（燃料） 野久尾　優大 薩摩川内市少年少女発明クラブ 小６

学校賞

学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校

第68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

NPO法人まあちゃんのモノ作り育英会奨励賞

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

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



発明考案 カサの水とりタオル 山口　賢斗 鹿児島少年少女発明クラブ 小５

（鹿児島市立西田小学校）

体幹をきたえるへそくりいす 新西　昌弘 鹿児島少年少女発明クラブ 小５

（鹿児島市立原良小学校）

姿勢矯正マシーン 河野　希宥 鹿児島少年少女発明クラブ 小６

（鹿児島市立明和小学校）

絵 画 おうちロボット 鳥巣　悠斗 霧島市立平山小学校 小１

鹿児島をよくし隊 持留　碧音 薩摩川内市少年少女発明クラブ 小５

animal翻訳機能 今村　藍実 学校法人都築教育学園鹿児島第一中学校 中３

一 般 画鋲押抜治具 ベンリー技研 山下　具了

金属空気電池 株式会社BlueForce

発明考案 ロケットつきのいえ 前田　記歌 鹿児島市立本名小学校 小１

いっぺんに消せるイレーサー 三角　桂太郎 鹿児島少年少女発明クラブ 小３

（鹿児島市立原良小学校）

持ち運びに便利！傘ストラップ 東　絢葉 鹿児島大学教育学部附属中学校 中３

もったいないんダコ 山之内玲奈 鹿児島大学教育学部附属中学校 中３

L字型机上シールド 下村　航大 学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校 高１

絵 画 マスクポンポンボックス 新地　珠々 鹿児島市立本名小学校 小１

ついてくるばっく 田中　希実 鹿児島市立本名小学校 小１

お話ドリンク 前田　来葵 鹿屋市立輝北小学校 小４

（鹿児島市立原良小学校）

星座めがね 村中　奈音 屋久島町立中央中学校 中２

（鹿児島市立西田小学校）

海水飲料水化装置 渡邉　元 学校法人都築教育学園鹿児島第一中学校 中３

一 般
はがしたり、貼つけたり、あなたも作って
コロナ対策　御礼巡り　幼児向　高齢者向

吉田　セツ子

発明考案 めいろみたいなありのちょきんばこ 郡山　理公 鹿児島少年少女発明クラブ 小３

（鹿児島市原良小学校）

はやぶさ卓上カレンダー 福山　陽生 鹿児島少年少女発明クラブ 小４

（鹿児島市坂元台小学校）

水ですいすい進む船 小澤　結衣 鹿児島少年少女発明クラブ 小４

（鹿児島市明和小学校）

角度付き定規 森田　大誠 鹿児島少年少女発明クラブ 小６

（鹿児島市西田小学校）

ウルトラ☆トラッシュボックス
前田茉穂・牧原怜那
宮武怜花・柳田菜帆

学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校 高２

マスクバンド 木村　勇成 学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校 高２

足踏み式手指消毒スタンド 重村　澪音 学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校 高３

ドアｵｰﾌﾟﾅｰ 坂口　巧樹 学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校 高３

絵 画 カッターロボット 中山　凌玖 霧島市立平山小学校 小２

メカもうどうしょうぼう生物 本田　宗次郎 鹿児島少年少女発明クラブ 小３

（鹿児島市吉野小学校）

お花いっぱいの火星 渡邊　紗菜 鹿児島市立中郡小学校 小３

なんでも引き出し 馬場　英俊 鹿屋市立輝北小学校 小４

アドバイスペン 河口　蓮 鹿児島市立本名小学校 小４

芝Ｒｕｎ 松山　凜 鹿児島市立本名小学校 小５

１００点がとれるえんぴつ 森田　大誠 鹿児島少年少女発明クラブ 小６

（鹿児島市立西田小学校）

ゴミ整形機 板垣　岳志 鹿屋市立輝北小学校 小６

危険防止カバン 溜　耕尚 鹿児島市立本名小学校 小６

癒しのパジャマ 早﨑　愛 屋久島町立中央中学校 中１

宇宙旅行 山本　実央 屋久島町立中央中学校 中１

自動傘 森下　優香 屋久島町立中央中学校 中２

ペットの気持ち翻訳機 阪本　のどか 姶良市立帖佐中学校 中２

雲から水に変身機 坂口　日菜紗 学校法人都築教育学園鹿児島第一中学校 中３

ICスキャン冷蔵庫 村中　陽茉莉 学校法人都築教育学園鹿児島第一中学校 中３

優秀賞

優良賞

入　選



出品状況】【
区分 学年 出品数 出品者数

2 2小学校 1

0 02

9 93

6 64

13 13発 5

4 4明 6

34 34考 小計

1 1案 中学校 1

0 02

5 5児 3

6 6童 小計

9 16高等学校

49 56徒 小 計

42 42部 小学校 1

29 29門 2

48 483

45 454

54 54絵 5

32 32画 6

250 250小計

14 14中学校 1

20 202

43 433

77 77小計

327 327小 計

9 11一般部門 :発明考案

385 394合 計

発明協会入会のご案内

発明の奨励、産業財産権制度の普及啓発等の一般社団法人鹿児島県発明協会は，
法人です。事業を展開している

当協会は，会員の方への講習会・セミナーの案内や月刊誌等の配布をはじめ様々な
鹿児島少年少女発明クラ産業財産権に関する情報提供を行うとともに，発明くふう展，

及び優秀な発明を完成された方々，発明奨励に尽力された方々などへの表彰ブの運営
を実施しております。

近年，産業財産権の重要性は高まりつつあり，新しい技術，新しい発想を発掘し，活
用することにより，新事業の創出等を図っていくことが重要です。

当協会の活動にご賛同，ご支援してくださる方々を随時募集しておりますので，是非
ご入会いただきますようお願い申し上げます。

一般社団法人鹿児島県発明協会
鹿児島市名山町9-1

（鹿児島県産業会館内）
Tel 099-295-0171 Fax 099-295-0172
E-mail info@kagoshima-jiii.or.jp
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