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アイデアコンテスト部門審査結果 
（応募総数：45 作品） 

 

＜最優秀作品賞＞ 

田中 碧（タナカ アオイ）さん 

「プリント振り分け簡単ロボット」 

https://youtu.be/iQ9iI5-6KtY 

 

 

＜優秀作品賞＞ 

池上 大和（イケガミ ヤマト）さん 

「曲り角安全ロボット」 

https://youtu.be/SeZMNrKIG5s 
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＜最終選考作品＞ 

 

笹沼 佑太（ササヌマ ユウタ）さん 

「雨センサー」 

https://youtu.be/iI06S225TJc 

 

細井 咲希（ホソイ サキ）さん 

「”鳥”あえず分別！？」 

https://youtu.be/5c0ZQpShOJM 

 

角田 奏斗（スミタ カナト）さん 

「暗号式自動扉」 

https://youtu.be/DAYBT8yo4Xs 

 

Ariel Hsieh（アリエル・シェイ）さん 

「Rabbit Auto Feeder at School」 

https://youtu.be/AU4vQWxYJ9w 

 

  

https://youtu.be/iI06S225TJc
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応募作品一覧 

 

応募者氏名（カナ） 作品名 プレゼン動画 

岡崎 泰斗 オカザキ タイト 
熱中症のリスクを減らす！ 

熱中恐竜 
https://youtu.be/ACzRjgxe7hA 

土屋 慧季 ツチヤ サトキ 自動警備ドア https://youtu.be/6Z9LRpfwYK4 

大曲 真ノ介 オオマガリシンノスケ いやしけい猫ロボット https://youtu.be/ZBVEFVdzsXc 

吉富 優 ヨシトミ ユウ 踏切型出席確認ロボ https://youtu.be/KfXCY_dgPKI 

太田 凜 オオタ リン 
I.O.M.S.  

いますぐ、教えにまいります。 
https://youtu.be/WhpiCCxRmvo 

内堀 暁斗 ウチボリ アキト 
ラクラク♪ 

ドロボウ退治ロボ！ 
https://youtu.be/aSPLoRbcuDQ 

相澤 拓也 アイザワ タクヤ わすれものロボット https://youtu.be/7fwWD2_ZolA 

金子 瑠那 カネコ ルナ おそうじ ねこ https://youtu.be/DNgdafalrJw 

小出 結斗 コイデ ユイト ノートかいしゅうロボット https://youtu.be/peKT0bOyeUM 

佐藤 日和 サトウ ヒヨリ 走っている人注意ロボット https://youtu.be/atJ0A0rov8I 

藤島 あおは フジシマ アオハ 連絡帳回収君 https://youtu.be/1FbIGd9utK4 

山田 瑛太 ヤマダ エイタ おそうじロボット https://youtu.be/zWaSUVs9Ivo 

米山 連央 ヨネヤマ レオ 自動ハンコおしロボット https://youtu.be/CeMibJoqFtw 

高野 秀侑 タカノ シュウ カニがたルンバ SX https://youtu.be/I6_FHUMaF6k  

石井 篤 イシイ アツシ そうじロボット https://youtu.be/SuO-E9Q_-d4 

羽山 由希也 ハヤマ ユキヤ パチンコロボ https://youtu.be/znpGlw3BkqE 

桜井 陽向 サクライ ヒナタ 黒板ホワイトボード消し 2 https://youtu.be/o3syKggm154 

有井 聡一郎 アリイ ソウイチロウ ライン引きロボ https://youtu.be/gS1-jl3_t3A 

濱本 斎 ハマモト イツキ ぞうきんがけロボ https://youtu.be/Eik8QfuM8zc 

笹沼 佑太 ササヌマ ユウタ 雨センサー https://youtu.be/iI06S225TJc 

高橋 幸輝 タカハシ コウキ 自動でひらく筆箱 https://youtu.be/dCYxMKG2ZBI 

佐藤 鴻多 サトウ コウタ 
いろいろできる 

おおきなタイマー&メーター 
https://youtu.be/XqbkJURbV14 

山本 勝也 ヤマモト マサヤ おもしろ黒板 https://youtu.be/W9qgGEEQ_ho 

西村 優太朗 ニシムラ ユウタロウ しんにゅう不かのう正門。 https://youtu.be/DAtE2PaBlNg 

細井 咲希 ホソイ サキ “鳥”あえず分別！？ https://youtu.be/5c0ZQpShOJM 
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細井 凱斗 ホソイ カイト 
黒板のゴミを取り除くカメレ

オン？ロボット 
https://youtu.be/QT0OIsNq6ew 

小林 温 コバヤシ ハル 
すぐ反応！ちゃんと記録！ 

地震感知器 
https://youtu.be/GjYem4tY_Ug 

角田 奏斗 スミタ カナト 暗号式自動扉 https://youtu.be/DAYBT8yo4Xs 

田中 碧 タナカ アオイ 
プリント振り分け簡単ロボッ

ト 
https://youtu.be/iQ9iI5-6KtY 

鶴谷 皇 ツルタニ コウ 未来のふでばこ https://youtu.be/T_PvNZEx5J8 

安永 和広 ヤスナガ カズヒロ 自動連絡帳運びロボット https://youtu.be/SMK09S_Rfl0 

橋本 波音 ハシモト ナオト 未来の学校のペット https://youtu.be/MB2VOemZmiQ 

川口 昊哉 カワグチ コウスケ 遊び道具取り出し機 https://youtu.be/kjMM6xDfds8 

平湯 空良 ヒラユ ソラ マジック デスク https://youtu.be/PsToyNc_QK4 

山口 颯士 ヤマグチ ソウシ すべてを守るゾウ https://youtu.be/BPF8JntBTfs 

池上 大和 イケガミ ヤマト 曲り角安全ロボット https://youtu.be/SeZMNrKIG5s 

中津留 大翔 ナカツル ハルト アンキロのおそうじ https://youtu.be/G15mRUqfn5E 

長島 楓馬 ナガシマ フウマ 泥棒ホイホイ https://youtu.be/wDCkEfSEusA 

竹島 右京 タケシマ ウキョウ ミニルンバ https://youtu.be/LodIyEdu_0Q 

櫻井 好誠 サクライ コウセイ もえるもえないごみすて https://youtu.be/G1XiX4_5ZNY 

塩島 慧悟 シオジマ ケイゴ じゅぎょう・こうりつヨーク https://youtu.be/NXiOMnfw76E 

髙瀬 由菜 タカセ ユウナ お掃除ロボット Y https://youtu.be/hcyRn_GOFRU 

Ariel Hsieh アリエル シェイ Rabbit Auto Feeder at school https://youtu.be/AU4vQWxYJ9w 

ethan chuo イーサン チュオ Window Cleaner https://youtu.be/igYesOrb_Ts 

Tasi-Yuan Chiu タシユアン チュウ Smart Delivery Bot https://youtu.be/zpMHRBURp3Q 
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