
おおつか りの ますくでわはは 宮田 栞 殺菌ゴーグル「バイバイ菌」 下花 岳矢 こしらクッション
齊木 悠仁 花さく柵 柳生 結衣 何でもカラーペン 浜岡 将叶 コロナにまけんかさ
齊木 海仁 ひんやり、ぽかぽかかいてきベット 河﨑 羽虹 ソウシャルディスタンス赤白ぼうし 枝岸 幸凛 子どものめんどうみますニャー
中塚 瑛太 同じ色、チェックカメラ 南 玲奈 コロナウイルスバイバイウオッチ 山村 海翔 じどうはんばいきジュース
小川 舞子 ハッピーハンドウオッシュ 大久保 透真 あつまれ！呉市立バーチャル小学校 小林 虎ノ介 水の中の新かん線

中橋 美友 守るくん 垰田 結華 七色のけしきが変わる歩道橋
二川 橙真 パカットランドセル（パカラン） 出山 航 毎日人間ドック

福井 康介 やさいつくる人です 三田 瑞季 コロナ終息時計 滝口 心望 ゆかたなつまつり
田谷 乙葉 夢のスカイカーテン 山下 桜子 しんたいそうマスター 森岡 希 コロナスカーフ
吉川 昇輝 エアコンマスク ⾧原 武志 すずしボックス 田代 恵奈 じゅぎょうマクラ
柳生 丈瑠 ボタンでまちがえた文字を消せるノート 稲垣 未來 一年中使えるうちわ 淺田 愛結 けいたいマスクじょきんケース
阪本 蘭音 砂防ダム自動掃除機 中村 律太 おはかロボット きれいくん 久保 慶悟 命を守るヘルメット型フェイスシールド
伊藤 寅恒 アイデア名なし 下花 奏太 こめかみアイスロック

石原 悠太朗 水槽用掃除ロボット 徳行 翔海 ３Ｄ教科書
益田 禅土 最強アルコール 佐崎 有梨乃 犬でも使える保冷タオル

横崎 咲和 海水に溶けやすいペットボトル 池田 莉子 ｗｉｎｄｏｗ ｓｅｃｕｒｉｔｙ
首藤 由花 ロボット盲導犬 松島 由奈 ペットの体調管理首輪
古本 颯汰 話す掲示板「呉氏にまかせてクレ」 川口 真央 ラクラク コピー機 重本 実理 地球温暖化防止のエアコン
未公開 どこでもろ過機 石原 来海 電子レンジが使えるなべ 濱本 凛愛 もっとっ手
濱田 悠太朗 神の枕 大野 咲 つめたくなぁ～る ふとん 丸井 琳 カメラつきカチューシャ
青山 侑暉 コロナ対応除菌エアーマスク 藪木 康平 ３６０° クーラー 佐名木 雄大 テープペン
中井 柚芭 簡単・便利！プリーツ専用ハンガー 野村 樹音 れんが通りの「からくり時計」 太刀掛 輝 ＳＯＳボタン
荒谷 恭士郎 ドローンタクシー 藤田 一輝 ワンプッシュ補助輪切り替え自転車 藤本 大地 バッテリーレンジ
濱中 逞 家事なんでもロボット 丸山 亜美 くり返しメモパッド 竹田 祥太 教えてドコッチ（アプリ名）
前場 悠大 野菜の鮮度が分かるめがね 立木 深琴 涼しく夏を満喫！Ｅｎｊｏｙクーラー 重松 柚希 ３６０°せんぷうき
屋形 一翔 光や音の出る道路標識 上川 智子 目の見えない人を手助けーる

武智 日菜子 ベットに目覚まし 川崎 愛海 メモリーワッチ 柳原 遥貴 代謝測定時計
井上 朱里 ライフウオッチ 向井 鈴香 名前覚えーるめがね 牛上 瑠星 安全な使い捨て割りばし
岩本 隆矢 くの字定規 大野 将司 耳が圧迫されないイヤホン 桑原 諒 どんな人でもわかりやすい信号おしらせ機
上田 麗妃 暗記くん 萩原 千佳 自転車かぎ抜き忘れ防止ブザー 竹中 昇 個人用目覚まし時計
北野 瑞季 コンタクト洗浄機 西川 洋晟 脱水警告 山﨑 優斗 眠気調整音
富永 彩生 人間ナビ 西岡 里帆 あなたの声お借りします 上田 遥 フェイスガード風液晶
東野 風吹 クローゼット管理アプリ 土居 幹汰 ペットボトル分別機
倉谷 京助 料理仕切り 二宮 奈美 冷蔵庫のムダ０(ゼロ)
福山 瑠菜 Ｌａｎｄｒｙ markつき洗濯機 徃田 一真 ＡＩ危険運転防止機能 西尾 響 等間隔で測れる定規
和氣 花琳 快適まくら 上光 優雅 永遠に発電する携帯電話（スマホ）
菊池 将太郎 ペット健康首輪 大西 なな 天才コンパス

吉田 愛華 クイズロボット（共同生活ロボット） 西本 友也 呉市の魅力宣伝販売カー
梶野 朱音 温度調節ができる扇風機

新田 一真 らくらくマスク 岡田 真優 Ｗバック
蔵谷 大輝 マップが写るバイクヘルメット 新谷 梨々子 席ゆずりますバッジ
松田 晃征 落葉掃除機 田谷 駿丞 キッズ向けＤＩＹ ＴＯＹセット
中島 夏野子 安底プレート 﨑本 真衣 寝ながら聴ける抱きマクラ 倉田 一青 冷蔵プラス温蔵庫
川村 遥乃 ローリンク 清水 雛乃 乾いているのか一目でわかる洗濯ばさみ 鈴木 翔 湿気のないベッド
山本 鈴夏 クッキングナビ 久保 海杏 「我慢」で救おうみんなの命 多田 虎夏 教科書のタブレット化
新 琴葉 エアーバリアチェア 伊藤 涼香 安心おでかけかぎＢＯＸ！ 水戸 翼 なくさないメガネ
大野 愛実 マグネット調味料 上甲 優亜 折りたたみ式⾧ぐつ 坂本 雄哉 熱を計ってくれるスマホ
佐竹 陽来 ｍｙ音姫 谷本 咲良 ほんとるくん 牛上 瑠星 呉の歴史サイクリングコースの整備
松本 彩夏 Ｃｕｄｄｌｅロボット

佐々木 芳華 ストローなしの紙パック飲料 岡平 奈津子 温もりたっぷり安心風呂
佐々木 芳華 テレビ電話に連動している癒しの手 中塩 久美 鏡でらくらく健康チェック
髙本 理絵 雨に唄えば 太田 成美 てつのくじらステーショナリー 荒森 圭子 どこでもシールド
盛谷 美香 呉タイムスリップ「夢トイレ」 小倉 初美 チッププランター 堀尾 早苗 飲み物のおもてなし
池内 千津子 子守り椅子 金原 さおり ドクターメール 寺内 裕香 てつのくじら館ホテル
中本 裕美 きれいな靴のお手伝い「靴速乾器」 山路 よしみ 呉駅と街を結ぶ「空中遊歩道」
重川 愛菜 ソーシャルディスタンスも気にならない！！
山本 千華 レモロード 由元 奏羽 呉氏のふせん
津島 志乃 すみれ道 向井 つや子 自動で押し出すくん

山内 駿 少年よ、大志を抱け！ 青木 友哉 つながる・みんなの掲示板 斉藤 真治 レスキューバルーン
大西 有一 英語演劇コンテストの開催 益尾 凌平 「くれ未来博物館」の建設
盛谷 公彦 呉氏 海自カレーバトルフェスティバル 堀 克身 ペーパーカウンター
寺田 一典 楽座楽立 山手 貴博 会話がすぐそこマスク 北 一義 呉に宿泊図書館創設
寺田 一典 安心、安全、両立スタンド装置自転車 脇岡 蒼 テイクアウトで呉を散策しよう 住岡 茂樹 防災かまくらシート！！
大塚 恭士 海底ごみ収集用 たこ型水中ロボット 石橋 優介 筋トレ観光の街づくり 寺田 一典 ふんばり棒

新谷 賢 ヤマトでフラッグアート
小河 聡 音 振動発電車
野口 祐太朗 呉駅～中通り商店街を大和ロードに 山路 潤 港町呉発「世界水上歩行人間大会」
坂井 亨輔 風圧ワイパー 山路 潤 使い方楽々「段重ねキャリーバック」

山路 潤 メガネの要らない「視度調整ディスプレイ」

多田 武士

橋本 康志

仮想空間呉市（virtual Space KURE
CITY）
信号機連動ナビまたは信号機連動ナビアプ
リ

松井 哲夫
横断歩道「見える君」 （信号のない横断歩
道改良案）

藤原 成隆
ＡＩ（機械学習）を活用した赤ちゃんの泣き
声判別アプリ

大畠 万由子
呉氏でいっぱい！みんながカメラを向けたくな
る呉駅！

今田 奈緒美 キャンピングカーで呉市をまるごと体験！！
山路 よしみ 「音楽配信付！レコード無！レコードジャケット」

山口 拓真
電波・赤外線・紫外線・ｘ線・γ線が視認できる
メガネ

村山 晴大
ICOCAとかSuicaで微妙な金額残るときその残
高をタッチするだけで寄付できる

河野 咲良 人の密集具合がリアルタイムに分かるアプリ

人間の脳波を感知して怒りを鎮めてくれる装
置

伊達 まりゑ

近藤 綸果
美容院の椅子に座ったら、勝手にその人に
合った髪型にしてくれる

西岡 丈
舟の完全自動運転システム+衝突防止機
能

金丸 伊織
おやなみかいけつロボットの お悩み聞く男く
ん

濱下 ほ乃花 自分専用の大きさのマスクにできちゃうんです！
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友國 創太
あけっぱなしでもむしがはいらない！
かぜはっせいき


