
賞 提案名 応募支部 代表 会員種別 制作者 所属

○ 準会員 駒田 浩基 愛知工業大学
準会員 岩﨑 秋太郎 愛知工業大学
準会員 崎原 利公 愛知工業大学
準会員 杉本 秀斗 愛知工業大学

○ 正会員 東條　一智 千葉大学大学院
正会員 大谷　拓嗣 千葉大学大学院
正会員 木下　慧次郎 千葉大学大学院
正会員 栗田　陽介 千葉大学大学院

○ 準会員 松本　樹 愛知工業大学
準会員 平光　純子 愛知工業大学
準会員 横山　愛理 愛知工業大学
準会員 久保井　愛実 愛知工業大学

○ 正会員 堀　裕貴 関西大学大学院
正会員 新開　夏織 関西大学大学院
正会員 浜田　千種 関西大学大学院
正会員 冀晶晶 関西大学大学院

○ 正会員 髙川　直人 九州大学大学院
正会員 水野　敬之 九州大学大学院
正会員 樋口　豪 九州大学大学院
正会員 鶴田　敬祐 九州大学大学院

○ 正会員 宮岡 喜和子 東京電機大学大学院
正会員 岩波 宏佳 東京電機大学大学院
正会員 鈴木 ひかり 東京電機大学大学院
正会員 田邉 伶夢 東京電機大学大学院
正会員 藤原 卓巳 東京電機大学大学院

○ 正会員 田口　愛 愛知工業大学大学院
正会員 木村　優介 愛知工業大学大学院
正会員 宮澤　優夫 愛知工業大学大学院

○ 準会員 中家　優 愛知工業大学
準会員 奈良　結衣 愛知工業大学
準会員 七ツ村　 希 愛知工業大学
準会員 打田　彩季枝 愛知工業大学

○ 準会員 藤田　宏太郎 大阪工業大学
正会員 山本　博史 大阪工業大学大学院
準会員 青木　雅子 大阪工業大学
準会員 川島　裕弘 大阪工業大学
準会員 国本　晃裕 大阪工業大学
準会員 福西 直貴 大阪工業大学
準会員 水上　智好 大阪工業大学

○ 正会員 朝永　詩織 大阪工業大学大学院
準会員 福田　翔万 大阪工業大学
準会員 栢木　俊樹 大阪工業大学
準会員 福本　純也 大阪工業大学
準会員 橋本　遼馬 大阪工業大学
準会員 石野　隼丸 大阪工業大学
準会員 川合　俊樹 大阪工業大学

○ 正会員 浅井　漱太 愛知工業大学大学院
正会員 見野　綾子 愛知工業大学大学院
準会員 川瀬　清賀 愛知工業大学
正会員 伊藤　啓人 愛知工業大学大学院

○ 準会員 中村 勇太 愛知工業大学
準会員 鈴木 里菜 愛知工業大学
準会員 白木 美優 愛知工業大学
準会員 中城 裕太郎 愛知工業大学

○ 準会員 吉田 鷹介 東北工業大学
準会員 佐藤 佑樹 東北工業大学
準会員 瀬戸 研太郎 東北工業大学
準会員 七尾 哲平 東北工業大学

タジマ奨励賞 近代住宅の再構築　住宅2.0へ 関東 ○ 準会員 大方利希也 明治大学
○ 準会員 岩城　絢央 日本女子大学

準会員 小林　春香 日本女子大学
タジマ奨励賞 プライバシーを売り、幸せを稼ぐ 関東 ○ 準会員 工藤浩平 東京都市大学

○ 準会員 渡邉　健太郎 日本大学
準会員 小山　佳織 日本大学

タジマ奨励賞 旅するモバイル、共有するコア 九州 ○ 準会員 松村　　貴輝 熊本大学
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タジマ奨励賞 消えゆくガレージから生まれる風景

タジマ奨励賞 趣味家
～雁木が連なる16kmの個人ギャラリー～
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建築再生計画

佳作 太子の道を行く

タジマ奨励賞 コネクタウン
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渡り漁業　–季節移住共同体の再考–

佳作 浮舟　川により紡がれる暮らし

佳作 もったいない

農蜂による住循環最優秀賞
タジマ奨励賞

2018年度支部共通事業日本建築学会設計競技　課題「住宅に住む、そしてそこで稼ぐ」

全国入選作品・タジマ奨励賞作品一覧

◎全国審査員：山本 理顕（委員長）、佐藤 光彦、鈴木 晋、高口 洋人、鶴崎 直樹、平山 洋介、松行 輝昌

優秀賞 減算集落　-減築による経済圏の創出と振
る舞いの継承-

東海

関東

優秀賞
タジマ奨励賞

ＳＥＴＡＧＡＹＡ　ＲＵＲＢＡＮ　ＡＰ
ＡＲＴＭＥＮＴ　　生産緑地利用による
農村　都市形成のケーススタディ

関東

優秀賞 まちを灯す暮らし 近畿

優秀賞 街を巡る「ちゃんぽん建築」 九州

佳作 未来を稼ぐ水底　～水路路地のある暮ら
し～

関東

佳作 マルのウチ マルシェ・ア・ハウス 関東
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