
〔令和 4年 12月 23日 発表〕 

第 20 回 主張する「みせ」学生デザインコンペ  受賞 者 （敬称略・各賞五十音順） 

最優秀賞（賞金 5万円＋賞状）1作品 

福屋 亮平、永易 玲保、若狭 泰紀   日本大学大学院 生産工学研究科 建築工学専攻 

 
優 秀 賞（賞金 3万円＋賞状）4作品 

稲垣 穂高 名古屋工業大学大学院 工学部 工学研究科 社会工学系プログラム 

内間 裕哉 東京都市大学大学院 環境情報学研究科 都市生活学専攻 

永井 大智 日本工学院専門学校 テクノロジーカレッジ 建築学科 

松山 美耶 大阪工業大学大学院 工学研究科 建築・都市デザイン工学専攻 

 

入 賞（賞状）10作品 

市川 諒介、鈴木 太陽、 
吉川 咲果 

神奈川県立産業技術短期大学校 産業デザイン科 

今滿 七海 日本文理大学 工学部 建築学科 

岩野 衣里 女子美術大学 芸術学部 デザイン・工芸学科 環境デザイン専攻 

小田川 塁 秋田県立大学 システム科学技術学部 建築環境システム学科 

西田 陸人 龍馬デザイン・ビューティ専門学校 二級建築士専攻科 

東 航平 芝浦工業大学大学院 理工学研究科 建築学専攻 

福地 至恩 東洋大学大学院 理工学研究科 建築学専攻 

松下 歩夢、露原 彩華 
森本 亜美、三野 七海 

専門学校穴吹デザインカレッジ トータルインテリア学科 

水谷 芽衣 トライデントデザイン専門学校 総合デザイン学科 インテリアデザインコース 

若林 織花 中央工学校 建築室内設計科 

奨 励 賞（賞状）31作品 

阿久津 冴李 中央工学校 建築室内設計科 

有銘 厚冶 日本文理大学 工学部 建築学科 

伊藤 廉 名古屋モード学園 インテリア学科 インテリ
アデザイナー専攻 

江島 千晴 九州産業大学 芸術学部 生活環境デザイン
学科 

大塚 愛世 駒沢女子大学 人間総合学群 住空間デザイ
ン学類 

大塚 仁弘 
坂倉 康太 

千葉大学大学院 融合理工学府 地球環境科
学専攻 都市環境システムコース 

海道 遥佳 東北工業大学 建築学部 建築学科 

祇園 梨菜 東京モード学園 インテリア学科 空間・ショ
ップデザイナー専攻 

鯨 直弥 専門学校日本デザイナー学院 インテリアデ
ザイン科 

胡 慧、 
テイ エンズイ 

東京デザイン専門学校 インテリアデザイン
科 

洪 偉倫 大阪総合デザイン専門学校 デザイン学科 
インテリアコース 

小林 霊燕、 
内村 果南子 

神奈川県立産業技術短期大学校 産業デザイ
ン科 

佐々木 姫菜、
森山 莉那 

長岡造形大学 造形学部 建築・環境デザイン
学科 

佐藤 仁美 駒沢女子大学 人間総合学群 住空間デザイ
ン学類 

佐藤 結香、市川 和波、 
駒形 葉月 

北海道芸術デザイン専門学校 環
境デザイン学科 インテリアデザ
イン専攻 

嶋田 有紗 中央工学校 OSAKA インテリアデザインコ
ース 

  

杉原 聡太 東京都市大学 都市生活学部 都市生活学科 

鈴木 徹大、遠藤 隆治、
白石 陽大、張 嘉洋 

拓殖大学 工学部 デザイン学科 

髙野 真子 九州産業大学 芸術学部 生活環境デザイン
学科 

田中 恭子、岩田 栞奈、
中村 菜瑠光 

武庫川女子大学大学院 建築学研
究科 建築学専攻 

對島 綾音、 
鶴田 恵子 

椙山女学園大学 生活科学部 生活環境デザ
イン学科 

野原 麻那 トライデントデザイン専門学校 総合デザイ
ン学科 インテリアデザインコース 

橋本 響也、植田 七海、
風折 涼夏、吉田 歩太 

専門学校穴吹デザインカレッジ 
トータルインテリア学科 

檜垣 未央 中央工学校 建築室内設計科 

BI YIMING 東京モード学園 インテリア学科 空間・ショ
ップデザイナー専攻 

深川 飛翔、斎藤 響、 
高橋 響太朗、平江 樹 

八戸工業大学 感性デザイン学部 
感性デザイン学科 

前﨑 樹 大阪モード学園 インテリア学科 

牧田 澪依、 
笹尾 咲来 

鳥取短期大学 生活学科 住居・デザイン専攻 

山本 裕和 千葉工業大学 創造工学部 デザイン科学科 

陸 宇揚 東京デザイン専門学校 インテリアデザイン
科 

渡辺 天望 福岡デザイン専門学校 総合デザイン科 

高校生部門賞（賞状）2作品 

小山 さくら、
京谷 妃菜 

京都市立京都工学院高等学校 プロジェクト
工学科 建築デザイン領域 

  

笹原 悠太郎 浦和学院高等学校 普通科 文理進学コ
ース 

公益社団法人 商業施設技術団体連合会 


