
賞名

越前市万葉中学校 2年 福井大学教育学部附属小学校 6年

坂井市立春江中学校 1年 福井大学教育学部附属小学校 5年

福井市円山小学校
(福井市少年少女発明クラブ)

5年 福井市東藤島小学校 3年

福井市明倫中学校
(福井市少年少女発明クラブ)

2年 越前市武生第六中学校 1年

福井市進明中学校 2年 福井市木田小学校 5年

福井市麻生津小学校
(福井市少年少女発明クラブ)

4年 福井市足羽小学校 3年

坂井市立春江中学校 2年 福井市東藤島小学校 2年

福井市中藤小学校
(福井市少年少女発明クラブ)

5年 福井大学教育学部附属小学校 5年

福井市足羽小学校 3年 越前市武生第三中学校 1年

福井市円山小学校
(福井市少年少女発明クラブ)

4年 福井大学教育学部附属中学校 1年

福井市木田小学校
(福井市少年少女発明クラブ)

6年 福井大学教育学部附属小学校 1年

福井市足羽小学校 3年 福井大学教育学部附属中学校 1年

福井大学教育学部附属小学校 5年 池田町立池田中学校 3年

（敬称略）

福井県発明協会会長賞
手編みサッカーボール 赤ちゃんの言葉を知りたい

宮川　玄 柏谷　美沙紀

ＦＭ福井賞
海のダイビング貯金箱 何でも発電機

土居　拓永 村中　啓悟

福井テレビ賞

むげんふせん たいようにのぼるかいだん

小谷　空 塚谷　俱江

ＦＢＣ福井放送賞

仕切り可動箱 偉人フォン

坂井　勇太 野尻　桜子

福井新聞社長賞
水どけい 世界とつながる電話ボックス

村田　明日花 野坂　明李

福井県経営品質協議会会長賞

便利画びょう 絶滅危惧種レスキュー船

野尻　唯奈 川久保　拓

福井県中小企業団体中央会会長賞
台が汚れない菜箸 うちゅうの学校では

橋本　梨那 佐野　貴聡

福井県商工会議所連合会会頭賞

これでもう安心水はねしない電動筆洗い機 青空花火

加藤　翔太朗 木下　静士

日本弁理士会会長奨励賞
蚊取線香送風機 めぐる水の家

杉若　光 清水　夏希

発明協会会長奨励賞

自動水やり機 スマホで診察

中原　悠希 近藤　真衣

福井県教育委員会賞

雨警報機 人々を守るきゅう水ポリマーていぼう

藤田　晃成 佐野　智弥

第２９回福井県発明くふう展・第２５回福井県未来の科学の夢絵画展審査結果

作品の部 絵画の部

福井市長賞
卵の黄身白身分離機能付き泡立て器 介護ロボットさんのいるケアハイツ

佐藤　芽紅 藪野　密

福井県知事賞
ラクラク収納シーツ干しハンガー 地震軽減装置

斎藤　有莉 藪野　幸生



 

  

第 29 回 

福井県発明くふう展 

入賞作品 

 

 

「ラクラク収納シーツ干しハンガー」 
越前市万葉中学校  ２年  

斎藤  有莉  

福井市長賞 福井県教育委員会賞 発明協会会長奨励賞 
  

 

「卵の黄身白身分離機能付き泡立て器」 「雨警報機」  「自動水やり機」  
坂井市立春江中学校  １年  福井市円山小学校（発明クラブ）  ５年  福井市明倫中学校（発明クラブ）  ２年  

佐藤  芽紅  藤田  晃成  中原  悠希  

日本弁理士会会長奨励賞 福井県商工会議所連合会会頭賞 福井県中小企業団体中央会会長賞 
  

 

「蚊取線香送風機」  「これでもう安心水はねしない電動筆洗い機」 ｢台が汚れない菜箸｣ 
福井市進明中学校   2 年  福井市麻生津小学校（発明クラブ）  4 年  坂井市立春江中学校  2 年  

杉若  光  加藤  翔太朗  橋本  梨那  

福井県経営品質協議会会長賞 福井新聞社長賞 ＦＢＣ福井放送賞 
 

 

 

「便利画びょう」  「水どけい」  「仕切り可動箱」  
福井市中藤小学校（発明クラブ） 5年 福井市足羽小学校   3年 福井市円山小学校（発明クラブ）  4 年  

野尻  唯奈  村田  明日花  坂井  勇太  

福井テレビ賞 ＦＭ福井賞 福井県発明協会会長賞 

 

 

 

「むげんふせん」  「海のダイビング貯金箱」 「手編みサッカーボール」 
福井市木田小学校（発明クラブ） 6 年  福井市足羽小学校  3 年  福井大学教育学部附属小学校 5 年  

小谷  空  土居  拓永  宮川  玄  
  （敬称略）  

福
井
県
知
事
賞 



 

 

第 25 回 

福井県未来の科学の夢絵画展 

入賞作品 

  

「地震軽減装置」  
 福井大学教育学部附属小学校 6 年  

藪野  幸生  
福井市長賞 福井県教育委員会賞 発明協会会長奨励賞 

   

「介護ロボットさんのいるケアハイツ」 「人々を守るきゅう水ポリマーていぼう」  「スマホで診察」  
福井大学教育学部附属小学校 5 年  福井市東藤島小学校  3 年  越前市武生第六中学校  1 年  

藪野  密  佐野  智弥  近藤  真衣  
日本弁理士会会長奨励賞 福井県商工会議所連合会会頭賞 福井県中小企業団体中央会会長賞 

  

 

「めぐる水の家」  「青空花火」  「うちゅうの学校では」 
 福井市木田小学校  5 年  福井市足羽小学校   3 年  福井市東藤島小学校  2 年  

清水  夏希  木下  静士  佐野  貴聡  
福井県経営品質協議会会長賞 福井新聞社長賞 ＦＢＣ福井放送賞 

  

 

「絶滅危惧種レスキュー船」  「世界とつながる電話ボックス」 「偉人フォン」  
福井大学教育学部附属小学校 5 年  越前市武生第三中学校  1 年  福井大学教育学部附属中学校 1 年  

川久保  拓  野坂  明李  野尻  桜子  
福井テレビ賞 ＦＭ福井賞 福井県発明協会会長賞 

  

 

「たいようにのぼるかいだん」 「何でも発電機」  「赤ちゃんの言葉を知りたい」 
福井大学教育学部附属小学校  1

年  
福井大学教育学部附属中学校  1 年  池田町立池田中学校  3 年  

塚谷  俱江  村中  啓悟  柏谷  美沙紀  
  （敬称略）  

福
井
県
知
事
賞 
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