
発明考案 ０円なんでも乾燥機 中村　和希 鹿児島少年少女発明クラブ 小６

（鹿児島市立玉江小学校）

絵 画 火山都市６６６ 新西　昌弘 鹿児島少年少女発明クラブ 小６

（鹿児島市立原良小学校）

一 般 長尺物引出し装置（ノータッチローラー） 宮園電設　宮園　寿和

発明考案 ドア用一方向検出チャイム
下村　航大
田淵　洸聖

学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校 高

絵 画 どこでもリモートメガネ 野崎　健太 霧島市立天降川小学校 小５

発明考案 マスクかんそうき 柿本　絆名 鹿児島少年少女発明クラブ 小５

（鹿児島市立中洲小学校）

絵 画 おばあちゃんおたすけロボット 柿本　絆名 鹿児島少年少女発明クラブ 小５

（鹿児島市立中洲小学校）

一 般
高齢者の自立支援と介護者の負担軽減に役立つ入れ歯洗浄
ブラシ

(有)アジャスト
  代表取締役　福留　博文

発明考案 車のドア用かさ 新西　昌弘 鹿児島少年少女発明クラブ 小６

（鹿児島市立原良小学校）

絵 画 海洋ゴミ分解！海のお掃除ロボット 藤井　優衣 いちき串木野市立川上小学校 小５

発明考案 ぼうはんマット 村岡　祐翔 鹿児島少年少女発明クラブ 小４

（鹿児島市立八幡小学校）

絵 画 海の中をとおる新かん線 加治屋　慶 鹿児島少年少女発明クラブ 小３

（鹿児島市立西田小学校）

一 般 薩摩　竹紙ストロー
協業組合ユニカラー
　代表理事　岩重　昌勝

一 般 足踏み式洗浄機
（株）内野ケルン
　内野　正

発明考案 回転式ＵＶ除菌装置
田中　海大
中間　匠佑

学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校 高

絵 画 おとがしない　そうじき 久德　来衣 いちき串木野市立川上小学校 小１

一 般 動物侵入防止柵（クルッと！イノシシガード１．０） アムザス株式会社
代
表
取

発明考案 じどうさがしき 中村　健吾 鹿児島市立本名小学校 小１

絵 画 動くペーパークラフト 川畑　敬 鹿児島少年少女発明クラブ 小４

（鹿児島市立名山小学校）

学校賞

学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校

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

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

第69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 コロナたいさくボックス 小岡　諭依 鹿児島少年少女発明クラブ 小５

（日置市立伊集院小学校）

ＳＤＧｓ(しぼってドライ！！がんばるシート） 山﨑　絢和 鹿児島市立坂元中学校 中１

立ち上がり喚起椅子
青野　星也
鮫島　康佑

学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校 高

絵 画 ふくらむ　ねんど 内田　創大 いちき串木野市立川上小学校 小２

都道府県の種 上野　瑛輔 鹿児島市立桜峰小学校 小５

空の上の住宅 山本　実央 屋久島町立中央中学校 中２

一 般 ゴルフ練習台 原囿　正博

発明考案 空とぶオモチャ 前田　記歌 鹿児島市立本名小学校 小２

おたすけそうじき 森田　悠仁 鹿児島少年少女発明クラブ 小４

（鹿児島市立清水小学校）

私の相ぼう 鳥淵　栄璃菜 鹿児島市立坂元中学校 中１

ポイッと洗濯巾着 大工園　美咲 鹿児島大学教育学部附属中学校 中３

トイレ見守りシステム 有水　海翔 学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校 高

絵 画 くだものやおはながさいちゃうじょうろ 藤井　志織 いちき串木野市立川上小学校 小１

お天気きかい 前田　夢奏 いちき串木野市立川上小学校 小２

ウイルスバスターズリュック 溝口　護 鹿児島少年少女発明クラブ 小３

（鹿児島大学教育学部附属小学校）

手がるにあっしゅくランドセル 外山　美晴 鹿児島市立本名小学校 小３

冬でもOK！あったか鉄棒 北野　友基 鹿児島市立石谷小学校 小６

一 般 色彩様々な置き掛け時計 横山　健次

発明考案 あるくとけい 日髙　結 鹿児島市立本名小学校 小１

かかとふみぼうし 西迫　真宏 鹿児島少年少女発明クラブ 小３

（鹿児島市明和小学校）

せんぷうきとかいちゅうでんとうセット 川畑　敬 鹿児島少年少女発明クラブ 小４

（鹿児島市名山小学校）

両手転がる水分ランドセル 鳥越　匠志朗 鹿児島市立本名小学校 小４

一目で分かる！カギ置きセット 二井　美南 鹿児島大学教育学部附属中学校 中３

らくらくペットボトル注ぎ 上村　遥菜 鹿児島大学教育学部附属中学校 中３

栄光への３Ｐダストシュートボックス 前田　洋 鹿児島大学教育学部附属中学校 中３

自走式回転テーブル 安藤　雄大 学校法人原田学園　鹿児島情報高等学校 高

絵 画 コロナにかからなくなる 福田　奈那実 いちき串木野市立川上小学校 小１

かわるふく 新地　珠々 鹿児島市立本名小学校 小２

いろがかわるえんぴつ 時任　優衣 霧島市立国分北小学校 小２

体温がはかれるマスク 大山　詩 鹿児島市立本名小学校 小３

海のゴミとりおそうじき 下島　一真 鹿児島市立原良小学校 小３

相ぼうロボ 野崎　宏太 霧島市立天降川小学校 小３

1年の天気が分かるきかい 郡山　理公 鹿児島少年少女発明クラブ 小４

（鹿児島市立原良小学校）

けんこう水とう 末永　天大 鹿児島市立本名小学校 小４

気温を下げるドローン 川地　功祐 いちき串木野市立川上小学校 小５

熱中しょう予防ぼうし 豊川　咲希 鹿児島少年少女発明クラブ 小６

（鹿児島市立原良小学校）

「ふしん」者けいこく・つうほうドローン 和泉　有理 鹿児島市立本名小学校 小６

ひったくり瞬間しびれ機 川﨑　主税 屋久島町立中央中学校 中１

氷山作成ロボット 髙久　一路 屋久島町立中央中学校 中１

酸素変換機 田村　利久 屋久島町立中央中学校 中１

飛行機一つでどこへでも 加治屋　爽歩 屋久島町立中央中学校 中２

優秀賞

優良賞

入　選


