
前柴美⽉ 何でも本 ⻘⼭遥哉 プラスチック回収機 藤江花連 ハンドクリーム新メンバー
枦祐希 あわ落ち 張けいごう じがいせん消素ロボット 齋藤真優 のび〜る・さくが出るベッド
藤元叶望 変⾝⼟のう 中島⼤喜 なんでもしゃべるきかい 中森優 あしなしテーブル（こたつ）
濱下乃々華 しりもちガード 稲垣ありさ お草（そう）じロボット 村上恵 物の気持ち読み取り 薬＆シール
髙尾唯真 体温表⽰マスク 橋川⼼⾳ マスクを「はい！どうぞ」 輔⽥⼀椛 あったらいいなぁ〜♡切⼿⾃動販売機
⽔津璃⼦ 安全うでどけい 菅真碧 命を守る空⾶ぶベッド！！ 中澤豊 ナイスウェアー〜温度調節ができる服〜
三⽥煌貴 カメレオンぼうし 川本有紗 ＯＮＥウォッシュうわばき 丸⼭ひかり 寝る前の読書のお助けロボ
塩⽥⼤輝 お知らせウォッチ 坂根啓太 ねこがいやがらないお⾵呂 ⼩林⻁ノ助 ⼟砂災害防⽌がさ

磯辺彩⽉
スマホ、ＰＣからにおいのでる機能を
開発！！！

坂⽥倖誠
アチッ！にさようなら ｃｏｌｄ
ｍａｔｅｒｉａｌ

久保慶悟
めざせ！ＳＤＧｓ！ プラスチックごみを
⽯油に変える君

⽥中仁季
洗って楽しい！！まほうの⽯けん
にじ⾊ソープ

寺川⼼渚
海をきれいにする おそうじＡＩロボット
「ミニロボ」

南薗亜海
あなたもデザイナーに！オウン(⾃分だけの)
・ファッション・メーカー

中澤豊 ナイスウェアー〜温度調節ができる服〜 児⽟奈⺒ ⼆酸化炭素を使い，酸素を出す⾞

河本⿓也 「びやびや⻑靴」 ⾼⽊⽇向 防犯レコード 北本蓮翔 サイズを変えられるくつ
⼩原由依 浮きでる⽴体⼿紙 ⽇浦結⽉ 伝統を未来に 道浦依織 光る⽩線
地頭未夢 視覚障がい者、サポートアイテム ⽯⾶蒼⼠ ⼗⾹（とおか）〜１０の⾹り〜 三宅徹実 dogstate（⽝の様⼦という意味）
吉本涼佑 歩く森 ⼟井愛⼦ 体験！ いじめＶＲ 澤本佳歩 「毎⽇献⽴を考える冷ぞう庫」
吉元瑛⾳ どこでも⾞いす 富⼭⽇葵 たたいて起こす⽬覚まし時計 ⽻⽥そら これで解決！ 眼鏡・コンタクト
栗本啓太 ⾼さが調節できる枕 花本在 折りたたみキット 菊原太輝 ＡＩで効率ＵＰ信号機
⾦⽥詩季 ⾷べられるカプセル！ 〜納⾖のタレ〜 島津ほのか みんなの信号機 ⼭⼝優華 やる気ｕｐ！！ 充実ノート
内冨渚 クリーン 茶本⼤梧 マゴーン ⽥中珠喜 エヴァキュエイション カプセル
⼿嶋⽉乃 舞台メイクアイシート 尾﨑陽⾹ すずしい照明 ⼭⼝紗弥 お助けつえ
知野穂峻 安全快適エスカレーター 植⽥実乃⾥ せん⾵機⽇がさ 松元⼼咲 詐欺発⾒アプリ
松岡翔太 ＧＰＳ付きの⽩杖 古河夏帆 ラクラクコピー機 堀明⽇⾹ ものさしは直線だけじゃない
奥本真⼦ 適塩＋野菜測定器 ⽯本⾶⽻ 包丁につける超⾳波を発⽣させる機械 松枝亜依 掃除機で快適カラオケ
脇⽊悠⾐ 呉⽒コロナライトアップ計画 ⼤江芭奈 緊急Ａ．Ｆ．Ｐ ⼟本真唯 ⼭の中の畑の⽔溜の製作
坂⼝歩実 電動ベビーカー 坂井悠莉 簡単に取り⼊れができるクリップ 丸井琳 折り畳み式避難所⽤個室

アビヤンサトシ 顔認識と安全柵 ⽊本涼介
沈没した戦艦⼤和の⼀部を引き上げて
展⽰する。

井ノ上陽菜 セロぽちっ（「セロハンテープをぽちっと」の略）

尺⽥恒太朗(⼩6),久保隅颯志(⼩6),遠藤菜桜(⼩6),林滉⼈(⼩6),柴⽥玲(中1)

⾃転⾞の危険予告機能について

『海岸のゴミを回収するロボットを作ろう』

光を使って⽔質を測定し、⽔の状態を評価する

「⾮常時」と「平時」に活⽤できる⼀機両得レスキューロボット

⾞の速度に応じて衝撃吸収量が変化する「ハンプ」

野﨑光紗 ひと⼯夫で⾃⼰を削減（⼀つ⽬） 檀上瑠菜 ⾃転⾞ポイント 窪⽥光希 ⼈⼯知能搭載軽量ゴーグル
銭⾕ななみ 体が不⾃由なんて時代遅れ！！ 宮⾸結⾐ ⼼のスピーカー 松根七菜 南京錠のついたＵＳＢメモリ
新納凪波 あらってねリング 清⽔美⾥ やさしいプリンター 松本⿇菜 サイドクールアイロン
藤⽥琉⾥ 以⼼伝⼼Ｃｏｌｌａｒ 應和奏 浮きでる会話 都築叶汰 出どころライト
⻑⾕川姫奈 誰でも買い物しやすく 古屋⻯也 ⾬⽔から守る 宮内悠那 枚数かぞえファイル
岩井樹花 どこでも本棚 多⽥⻁夏 ⿊板パッド 浮村ひなた 百味利休（１００ｍｍ休）
⼩濱志織 限りある資源を使わない世界 中鋪莉奈 ⽬や⽿の不⾃由な⽅を助けられるもの ⽵内藍梨 レモンでSNS映え？！
松本陽 話すメガネ ⾹川天⽃ せいず⽤シャーペン 下久保彩名 避難所⾰命
⾕岡新菜 ⾃動⽖切り 寄能健吾 おしゃべり杖と忘れ物防⽌シール ⿂本花笑 「⾬の⽇を楽しむ靴」
丸⼭司 変形⾞椅⼦ 稲⽥陽樹 ＱＲコード駐⾞場 ⼿島⿓司 もう１⼈の⾃分
⻑岡歩佳 「公園嫌だ」とは⾔わせない！ ⼤林諒真 伸縮ハンガー掛け ⽥中彩乃 呉⽒の友達⼤集合！

河部幸登 主婦におすすめ!!⽣活サポートアプリχ 深⽥七菜 夢の国に⾏けるけん
⽔成真央 快適！ ベビーカー 河野晴⾳ VR職場体験

⼟本⼩陽 モザイクめがね＆コンタクト 東野芽吹 しゃべるめがね ⽯⽥亜摘 海のため、⿂のため
松⽥⼤樹 ３Ｄホログラム⼤和 向井鈴⾹ すずぷうき ⼭⼝泉 カポっとはける靴
麓穂乃佳 温度で⾊が変わるカーテン 村本⿓⽣ ＴＯＵＣＨ 新⽊美優 楽々安全⾃転⾞バックモニター
梅⽥拓歩 危険を察知！ ⾳が鳴る杖 佐藤愛莉 ⾳無ドライヤー 本多志成 危険察知眼鏡

寺内裕⾹ ⾃動お庭・畑の草取り機 有⽥京⼦ てごパンツ ⾦原さおり ２ｗａｙ エコバッグ
尾濱祐⼦ ⾃動ゴミ収集分別ロード 佐々⽊芳華 全国初！？ 呉⽒の駅弁 橋本莉穂 ⾃転⾞⽤折りたためるサンバイザー
嶋崎遥⾹ 模様替えパンプス 佐々⽊芳華 開けやすい蓋 ⽮藤亜弥 呉の歴史をアニメ化
荒森圭⼦ 優（やさ）シグナル ⼩川洋⼦ 楽座 尾茂唯奈 いつでも会える等⾝⼤スクリーン
荒森圭⼦ Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ マーク ⽥⾕佐枝 パラパラ ドライ レモン ふりかけ 宅⾒莉⼦ 電⾞・バス・⾞に楽に乗れる⾞いす
荒森圭⼦ ⾜（た）す・軽（かる）・バッグ ⽥⾕佐枝 ⾍さん逃げてネっと。 ⼟下汐⾥ ＡＲ通販
荒森圭⼦ ⾷で つなぐ 広げる 呉 宮原和⾳ 呉市カレンダーアプリ ⼭村友貴江 低重⼒ベッド

河菜哲也 夏蒸れないヘルメット 寺⽥⼀典 うつるんじゃ〜！ 近則雄 ⽴ち上がり補助具

寺⽥⼀典 気をつけてネ！ 寺⽥⼀典 緊急⾞両通ります。 井⼿正登 ⾵邪をひとり占め

寺⽥⼀典 架空スクリーン ⼤塚恭⼠ ⼟砂崩れ検知システム 川井崇義 ⽬薬型コンタクト

寺⽥⼀典 採光プリズムビル 近則雄 逆転防⽌付き歩⾏装置 ⻄本寛 ガースラプラス(胴回りタイムラプラス撮影機)

夢コン賞 受賞者一覧
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ＶＲで歩こう！！
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夏の駐⾞後の⾞内を快適にするシステム奥⼭友⾥恵

サンドフィッシュ型レスキューロボット
 ーサイロに埋まった⼈を救助するロボットー

⼭本晃也(中2),岡⽥彩花(中3),藤浪翔太(⼩6),末岡学歩(中1),清⽔⼤輝(⼩6),伊與⽥輝⽯(⼩6)

鈴⽊兼星(⼩6),森悠樹奈(⼩6),森川⼀希(⼩6),森川和葉(⼩6),池森万結(中1)

中⻄照穂(中3),吉⼭千惺(中2),實森紫⽉(中1)

上森⾹奈(中3),⼩松愛⼦(中3),徳原寧花(中3),中家蒼空⽃(中2),若宮祐壮(中2)

佐藤綾眞(中3),⼤下智⼠(中3),東川和輝(中3),新開孔貴(中3)

戦艦⼤和に乗り込める！
いつでもVR⼤和ミュージアム

地域貢献・後輩の夢、先輩（わたし）
が叶えます

寺内裕⾹未来へつながる”合同⽂化フェスティバル”岡平奈津⼦

坂本公哉
（呉市の振興策）
：灰が峰を瀬⼾内有数の展望台に

ユニット型耐震シェルター
（森翔太
中村明⼦
坂本公哉）

⼭路潤


