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姓 名 都道府県 学校名・団体名 学年 題 名

上田 怜旺 北海道 札幌市立山の手みなみ小学校 1 ホエール号１００００でみんなといっしょにりょこうするよ！
内海 花音 神奈川県 三浦市立名向小学校 1 深海生物さんこんにちは
川﨑 環 東京都 江東区立枝川小学校 1 スクリューでさかなときょうそう
杉尾 優 山口県 防府市立華浦小学校 1 プランクトンとくらす
手塚 康輔 栃木県 日光市立落合東小学校 1 アンコウ潜水艦の危機
中村 環那 神奈川県 横浜市立寺尾小学校 1 海の中の合唱
羽下 凛音 千葉県 成田市立成田小学校 1 大好きなお友達と海の中でおいかけっこしたいな！！
馬渕 天希 徳島県 国立鳴門教育大学附属小学校 1 船とカニ
三浦 怜生 青森県 八戸市立西白山台小学校 1 カンブリア紀のうみの魚
打田 彩雪 北海道 札幌市立桑園小学校 2 魚たちがおようふくになってくれるおしゃれな海
大木 心和 東京都 町田市立大蔵小学校 2 クラゲの国へようこそ
北村 莉音 愛媛県 松山市立湯築小学校 2 おしゃれなたつのおとしご
久保 瑛芯 青森県 八戸市立豊崎小学校 2 光にてらされた、ホウライエソ公園
田原 瑠衣斗 滋賀県 大津市立瀬田北小学校 2 新種発見！ミツクリザメ型収納式潜水艇
野村 光 愛知県 大治町立大治小学校 2 花がさく海
船曳 さくら 神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 2 お魚さんものってね！１００００ｍのカプセルエレベーター
吉田 芽生 徳島県 北島町立北島小学校 2 海の心
井手籠 隼人 神奈川県 横須賀市立大楠小学校 3 デメニギス号１３５００に乗って深海へレッツゴー
牛島 璃空 埼玉県 さいたま市立芝川小学校 3 深海オーケストラ
川島 蒼太 茨城県 つくば市立吾妻小学校 3 リュウグウノツカイ号でクリーン大作戦
川島 遼子 神奈川県 横須賀市立田戸小学校 3 海底畑・魚類栽培プログラム
對馬 里菜 青森県 むつ市立大平小学校 3 海ていたんけんツアー
中村 惺生 神奈川県 葉山町立一色小学校 3 ＡＵＶで深海をぜんぶ知りたい！
東前 真尋 大阪府 大阪市立川辺小学校 3 会ってみたいな深海生物
平野 耀斎 神奈川県 横須賀市立大楠小学校 3 「きれいな海で、魚といっしょにごはん」
宮本 明佳 広島県 広島市立中筋小学校 3 ダイオウイカ対マッコウクジラ
矢島 桃 徳島県 藍住町立藍住南小学校 3 ハタ
山下 彪 青森県 八戸市立白銀南小学校 3 サメと同じりっぱな歯
荒木 瑚偉 群馬県 渋川市立中郷小学校 4 いつかは、ぼくも深海調査をするぞ！
江坂 一樹 神奈川県 横浜市立八景小学校 4 新発見探しに、きんめ号！
白方 統子 愛媛県 愛媛大学附属小学校 4 海の中の遊園地
田中 陽奈 愛媛県 愛媛大学附属小学校 4 深海大調査
前河内 結衣 兵庫県 神戸市立本山第一小学校 4 マンボウ気球で海探検
三好 爽斗 愛媛県 愛媛大学附属小学校 4 海は宇宙
村井 琢磨 神奈川県 横浜市立中丸小学校 4 アンコウロボットに乗って夢探険
伊沢 信人 徳島県 徳島市大松小学校 5 ウツボが魚を食べている
石村 紀介 熊本県 熊本市立清水小学校 5 楽しい楽しい深海生物の竜宮じょう
岡 秀太郎 兵庫県 神戸市立御影小学校 5 走れ！！海底電車
勝又 慶人 静岡県 静岡市立清水庵原小学校 5 カニ型せん水かん
菊地 里美 大阪府 吹田市立桃山台小学校 5 絶滅しないための会議中
北村 由理 愛媛県 松山市立湯築小学校 5 海の中のコンサートへ
飛田 祐華 神奈川県 横須賀市立望洋小学校 5 行ってみたいな！魚の祭り
岩谷 悠生 青森県 むつ市立大畑小学校 6 人を運ぶ巨大ガニ
内田 百奏 千葉県 印西市立原小学校 6 リュウグウノツカイ
唐沢 愛葉 神奈川県 横浜市立八景小学校 6 私の希望　しんかい１２０００
川村 理々 神奈川県 横須賀市立浦賀小学校 6 キレイな海
齊藤 零 岩手県 盛岡市立土淵小学校 6 海と魚たちはぼくたちの宝物
杉本 楓花 青森県 むつ市立第二田名部小学校 6 夢のだれでも露天風呂
高橋 洵之介 栃木県 小山市立小山城南小学校 6 熱水墳出孔探検！！
中林 敦生 神奈川県 川崎市立下平間小学校 6 魚たちの真剣勝負
行谷 りぼん 神奈川県 横須賀市立馬堀小学校 6 くらげファミリー
奈良 明音 青森県 八戸市立旭ヶ丘小学校 6 水中生物とクラゲ潜水艦の集合
前田 唯葉 大阪府 吹田市立東山田小学校 6 行きたい！海の世界、夢の世界
森島 みどり 京都府 京都市立北白川小学校 6 暗い海を照らすまぼろしの魚
吉野 元 青森県 八戸市立吹上小学校 6 巨大タカアシガニに遭遇！がんばれしんかい６５００！！

小林 暖 東京都 港区立港南小学校 1 大王烏賊とマッコウクジラのたいけつ
青山 小梅 青森県 むつ市立第二田名部小学校 2 クリオネのダンスれんしゅう
宍倉 アレハンドロ 神奈川県 横須賀市立馬堀小学校 2 海の中のぼくの町
山上 耀嗣 東京都 八王子市立山田小学校 3 ネコザメにのったネコ！海中さんぽ
金子 千尋 茨城県 守谷市立黒内小学校 3 太陽のチョウチンアンコウ
仵 旭陽 神奈川県 横須賀市立大塚台小学校 3 ただいま深海たんけん中
石原 壱紗 鹿児島県 日置市立湯田小学校 4 海底のいそぎんちゃく
岩野 和真 神奈川県 横須賀市立諏訪小学校 4 海のおすし
笠屋 泰知 青森県 東通村立東通小学校 4 「せんすいかんを運転だ！」
劔持 春花 東京都 八王子市立緑が丘小学校 4 イルカのマジックショー
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丹原 万雄 岡山県 岡山市立平津小学校 4 深海ヒーロー
門河 裕輝 東京都 八王子市立横山第一小学校 5 サメＶＳカジキ卓球対決
山本 麻夏 神奈川県 横浜市立六浦南小学校 5 深海のぼうけん
前場 嵐仁 神奈川県 厚木市立戸室小学校 6 魚のゴミ回収
中条 匠晴 神奈川県 相模原市立内郷小学校 6 大好きなイルカたちと海中散歩

関 玲依奈 神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 1 たこみち
平良 拓磨 沖縄県 那覇市立開南小学校 1 高圧水そう型しんかい１１０００！
宮嶋 果歩 愛媛県 今治市立富田小学校 1 みえないのりもの
米山 颯介 千葉県 茂原市立東部小学校 2 海をまもる船
井俣 颯斗 愛知県 東郷町立音貝小学校 3 深海の水圧にたえられるウェットスーツ
鈴木 健太 京都府 京都市立桂坂小学校 3 原油もれ回収システム
吉野 秀 青森県 八戸市立吹上小学校 3 宇宙でも海でも使えるどっちでもカプセル
岩崎 希美 愛知県 名古屋市立矢田小学校 4 いろいろへんしん機械
木村 琉人 青森県 外ヶ浜町立平舘小学校 4 自動エサ放出機
佐々木 健翔 神奈川県 横浜市立六浦南小学校 4 夢のエコ船システム
武田 怜 福井県 福井市立清水東小学校 4 海をきれいにするカニロボット
竹中 蒼翔 石川県 かほく市立外日角小学校 4 ＮＯｔ赤潮くん
武部 翔真 青森県 八戸市立是川小学校 4 海ウォーキングシューズ
橋本 永実 青森県 八戸市立八戸小学校 4 海中太陽
山家 たまね 神奈川県 横浜市立金沢小学校 4 イルミネーションクラゲ
阿部 圭汰 青森県 八戸市立長者小学校 5 高速魚感知ロボット
小澤 陽仁 埼玉県 川口市立芝西小学校 5 水圧なんかへっちゃらジェルガラス
河戸 龍之介 神奈川県 横浜市立金沢小学校 5 深海観光バス
久田 鷹斗 青森県 八戸市立白山台小学校 5 クジラ漂流ゴミ分別器
剱持 優奈 静岡県 静岡市立清水入江小学校 5 あったらいいなカラフルクラゲすべり台
坂野 辿麻 青森県 八戸市立南郷小学校 5 ウロコ新素材変換機
高橋 杏 群馬県 高崎市立岩鼻小学校 5 海から山へ　山から海へ
村田 健太朗 東京都 墨田区立曳舟小学校 5 えさも作れるパトロールフィッシュ
天辰 義裕 神奈川県 横浜市立下郷小学校 6 多脚式水中探査艇
鵜殿 双葉 神奈川県 横浜市立港南台第一小学校 6 水中カメラで発見
上床 彪 愛知県 名古屋市立徳重小学校 6 クリーンな環境を作りエネルギーを生み出す生物調査潜水船
金城 春都 滋賀県 大津市立瀬田小学校 6 お魚トルネードでお宝資源を採るネード！！
鈴木 真司 青森県 むつ市立第二田名部小学校 6 ダイオウイカ型イカを活かしたＡＩ
髙井 海斗 北海道 函館市立東小学校 6 ゴミとれたカニ？
長谷川 寛樹 神奈川県 藤沢市立大越小学校 6 人口熱水噴出孔金属・電力供給システム

アイディア部門


