
下花 奏太 ねこそぎスプーン 福本 夏菜 おんどをかんりしてくれるふく ⻑原 武志 はこライヤー
袋尻 ⻲助 とびしまながれぼし 下向井 由良 地下ポスト 髙尾 陽真 おったらうごくおり紙
浜岡 将叶 おたすけベットカー 枝岸 来 スターガソリンでレッツゴー！ 髙田 旺輔 空き家で子どもとしょかん
多賀 紫 ドルフィン浮き輪 出発でーす！ 枝岸 幸凛 そうじはなんでもするドック号 田村 か奈大 くもの上のまち
山本 梨乃花 子どもトンネル 岡嵜 成央 あつい日に色がかわる遊具 髙尾 唯真 いろんなやさいができるたね
仲野 雅人 世界中が仲良くなれる花 大塚 音羽 雲のる家 稲垣 ありさ めざましにわとり
菅 心響 呉の思い出星空プロジェクト 南 玲奈 台風げきたいそうち 世良 颯紀 お知らせれいぞう庫
清水 裕貴 写した物を立体化するカメラ 大久保 透真 ゆめの中でゆめかなえますぼうし 中村 律太 夜空スター通信
豊田 結希 らくちんｼﾘｰｽﾞ第２だん！らくちんﾀﾝｽ 中澤 豊 こころ♡ジューサー 村上 恵 世界の発てんを 発っとくん
豊田 結希 ほんわか通訳 実下 桃花 打ち上げ「星」 永田 晟太郎 病気発見ミラー
豊田 結希 ふんわり受け止めベット 小野 心優 よごれない！らくらくクレヨン 畑野 花歩 立体ペン

岡 咲楽 らくらくシャワー 森おか のぞみ 何でもおまかせだニャン 金田 詩季 はってはがしてクレ！
坂田 一華 手がよごれないえん筆（よごれな-いくん） 梶⻄ 心羽 コーディネートしてくれる鏡 谷岡 眞衣 安心 安全包丁

上田千尋 忘れ物ゼロノート 木下 遥斗 核をなくす機械
輔田 一椛 心のながれ星 田代 恵奈 コーヒーカップでゴーゴー！

枦 祐希 すけーるすいすいロケットぐつ 稲谷 遥人 ゴミリサイクルロボ 林 未来 赤ちゃんぐま
澤田 葵空 すいみんオルゴール 北島 昊起 友達マシン 小坂 倫香 ザ・みんなのテレビ

野 僚祐 星のテント 野村 遼 アドバイスロボット
菅 真碧 自動トイレットペーパー機 磯部 珠愛 習い事のおくりむかえをしてくれるﾛﾎﾞｯﾄ
地岡 蓮輔 きょうりゅうのどうぶつえんをつくる 清水 心寧 家族をたすけるマシーン
下迫 美咲 温度の分かるコップ 永窪 エル 植物水量スティック
藤原 実希 つなぐ芯 石原 来海 貼れる時計
宮田 怜治 電動ばさみ 宍⼾ 美友 充電器になるスマートフォンケース
貞兼 一水 一石二鳥！湿度で変わる靴 福永 優成 雨力発電機
橋本 みなみ 使い捨てエアコンフィルター 吉本 涼佑 ｍｕｓｉｃドライヤー 東 理子 汚れずハガセールコロコロ
中岡 璃子 AIメガネ 平山 莉々花 クレネタリウム氏 栄井 理歩 チャイム
橋野 芽依 宇宙ホテル 日高 舞桜 変形ハンガー 馬場 裕菜 ポジティブレスレット
佐々木 陽斗 パンチアンド補強シール 久保 遥香 そごう跡地 活用案 上川 智子 見え〜るメガネ
山根 知希 VRサングラス（素振り用） 紺村 陽菜 透明な車のワイパー ⻄原 叶 大和の形をしたフェリー
兼吉 沙和 呉の名所切手 下采 志也 ＩＴの街 in 呉 宗円 智香 誰でも簡単 物干し竿
川本 幸奈 食べ過ぎ防止メガネ 悦喜 諒真 ＬＩＶＥ VR 沖原 心雪 便利メジャ〜
財部 夢萌 阿賀のﾏﾘﾉﾎﾟﾘｽに呉の道の駅をつくる 熊谷 空海 呉名物！！海軍さんの忘形見
中谷 由菜 優しさが人のために！ 朝⻑ 瑞稀 翻訳メガネ
牛本 凪咲 ハーっとインフルエンザ検査 川村 遥乃 ねむりぐま 佐々木 紫乃 災害呼びかけキーホルダー

⽚山 ⻁之介 家のカギをスマホで開閉する 平原 亜季 芝生自動お手入れﾛﾎﾞｯﾄ ﾛﾎﾞｺちゃん
中塚 悠太 テスト用時計 増田 七海 夏限定！凍った自動販売機

相原 志帆 シースルー冷蔵庫 泉 怜吾 アシストゴーグル 乗貞 莉子 ゴミを縮めるスプレー
中野 百華 魚の骨を自動でとってくれる機械 大谷 寧々 身につける温度計
壽海 莉奈 自動運転システム 越智 遥香 どこでも在庫チェック
⻑沼 泰介 ＭＥ（Ｍｅｎｔａｉ Emotion) 梅原 都妃 どこでも洗濯バサミ 田中 汐莉 匂いまで伝わる携帯電話
高岡 万吏奈 説明つき望遠鏡 須藤 奈沙 悩み解消！制服のスカート 曽根 晧成 水陸両用観覧車
石川 ももか ほんとうにいいの？財布ストラップ 大野 愛実 ワンタッチ傘 高嶋 悠人 カップラーメン専用タイマー
城⼾ ⽉海 手間が省ける ドライヤー 矢野 好宥 洗濯物ガード 宮本 隆正 ハンマー＆ドライバー
⻄尾 倫太郎 自動で混ざるカップ 河野 亜弥香 冷暖房シャボン 柴田 安璃沙 イヤホン
徃田 和奏 動くゴミ箱 龍野 雄斗 ペンギン冷蔵庫 大林 諒真 無駄なしポンプ
谷宮 麻緒 森の広場 ⽚上 莉良 Reliable suport(信頼できるサポート) 末澤 夢悠 呉市カルタ
中野 雄介 どこでも適温になる服 ⻑岡 一華 運転不安者マーク 加澤 晃伸 ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙの皿がかいてんするように
上満 拡子 自動爪切り機 渡邊 陽 ドライブスルーコンビニ 中村 太一 呉氏自動販売機
別處 弘昭 暗記歌機 景山 大輝 Talking CAP
中島 夏野子 空席モニター 福居 裕太 個性輝く星見所
児玉 大輔 クールヘル 山﨑 紗和 使いきれるボトル 織田 大 ひものほどけない靴
小⻄ 桃子 1人立ち冠 荒木 大和 ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾊﾟｸﾄｳﾙﾄﾗｴｱﾊﾞｯｸﾞ 加藤 銀一 スマホで投票 選挙アプリ
小泉 萌夏 天気によって開閉する窓 瀬⼾ 萌末 スターグラスイズ
有田 純子 呉氏くんアプリ 佐々木 芳華 気分で楽しめる壁紙

悦喜 未奈子 呉夜KURE YORU 夜の呉を楽しもう
田口 詩織 星降る夜 宇宙をもっと近くに感じよう

金原 さおり トイレカレンダー 那須 葵 呉市役所の屋上の有効活用
佐々木 ひとみ 室外トイレ防止マークの立案 牛本 かおる 救急車お知らせシステム 岡田 実奈子 簡単☆プラネタリウム
粟田 遥 乗り合いタクシー 牛本 かおる 進入禁止お知らせブザー

牛本 かおる トラックの横 すりぬけ防止アラーム
吉田 葵 呉市のイベントの増加

平岡 由依 野菜の美味しさ管理 吉田 葵 呉市の海の幸の活用
谷本 実花 ヘリコプター夜景ツアー 山路 よしみ 食器⽚づけ無し！「3Dﾌﾟﾘﾝﾀ食器棚」
佐々木 芳華 古い服を蘇らせるプリンタ
佐々木 芳華 いつでも見られる説明書
荒森 圭子 星に願いを。叶えてクレる ⻘木 香⾥ 車イスの方が住みやすい街づくり
藤原 光 命を守るバネ式ガード 山路 潤 一家に一台「超微細水力発電機」
高岡 雅則 人工流れ星で野呂山の村おこし 山脇 正雄 くれ海道・市⺠マラソン
藤原 吉光 10人分活躍するコンベアー 中川 毅 呉海鮮市場建設提案
堀 克身 サンカクペーパー 掛橋 浩二 日付変えを容易にした職印
山手 貴博 抱っこちゃんベア 清水 千備 靴ベラのいらない革靴 永島 正弘 オートロックチャリ
益尾 凌平 呉の新たな名産発掘大会 真鍋 龍正 すっきりクリップ 福本 大介 〜海を守ろう〜NOレジ袋
川本 耕二 集塵装置付サンダー 池田 憲 電車通勤通学を少しでも楽に 福本 大介 QRコード付き選挙ポスター
寺田 一典 手の平が汚れない車イス 田野 雅己 人工流れ星をネットで生配信しよう！ 住岡 茂樹 星降る夜を照らすオンザロック
寺田 一典 人工流れ星の立体像化 田野 雅己 小鳥用エサ箱 クリーナ
住岡 茂樹 銀行のATMで相続必要書類発行
仙波 鉄也 プラ容器 ぎゅっとしてポイ 住岡 茂樹 先祖が誰かわかるシステム

夢コン賞 受賞者一覧

小
学
生
の
部

石橋幸奈 学校に行くのが楽しみ、勉強が好き
になる未来の夢がつまったランドセル

かじもと
   ゆうすけ

水中りょこうき

中
学
生
の
部

阿部 健汰 ペンをものにかざすだけでそのもの
の色をかけることができるペン

野村 凛 人工流れ星の鑑賞の際、流れ星に
合わせて効果音の出る装置

正岡 秀一 クレアラインと休山トンネルの渋滞
情報をメール配信する

車両間ネットワークによる
犯罪車両回避システム

一
般
女
性
の
部

松田 恭子 ☆SHOOTING STAR☆
キャンドルナイト2020澄川 夏美 親子が楽しめる呉市ならではの

屋内大型施設を作る 悦喜 未奈子 呉氏アイスバー/呉氏カドケシ/
つばき花石けん

寺内 裕香 みんなの夢・コンテストの副賞に
呉の名産品をつける

高
校
大
学
の
部

澤山 弘祥 どんなバックの持ち手でも持ち
やすくなる持ち手

蔵谷 大輝 ペットボトルに入れるだけで水温が
わかる！！ペットボトル入れ

佐々木
 稜太郎

悦喜 映子 市役所の建物を利用して
プロジェクションマッピングする 寺内 裕香 イベント日に無料駐車場として

学校の校庭等を開放する

山路 よしみ 「アースアワー」で呉市全域を
「流れ星」イベント広場に山路 よしみ 安全運転も記録

「褒めるドライブレコーダー」

一
般
男
性
の
部

⻄森 伸幸 ドローンを使った流れ星とドローンを
使ったアニメーション投影in砂浜

中森 俊明 呉市立図書館で借りた本の
履歴参照を可能に

山路 潤 時間通りに集り出発できる
「観光バスQRコード」


