
賞 学　校　名 科系列学年 氏　名

1 金賞 栃木県立真岡工業高等学校 全 建設科1年 小菅　克樹
2 銀賞 長野県飯田長姫高等学校 全 建築科1年 小林　沙也花
3 銀賞 栃木県立宇都宮工業高等学校 全 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ科1年 大嶋　笙平
4 銅賞 広島県立広島工業高等学校 全 建築科1年 相原　達彦
5 銅賞 栃木県立真岡工業高等学校 全 建設科1年 成田　楓
6 銅賞 愛知県立豊橋工業高等学校 全 建築土木科1年 山田　夢乃
7 銅賞 千葉県立 市川工業高等学校 全 建築科1年 石川　晃太
8 入賞 宮城県古川工業高等学校 全 建築科1年 畠山　功也
9 入賞 栃木県立今市工業高等学校 全 建設工学科2年 竹澤　佳那
10 入賞 埼玉県立春日部工業高等学校 全 建築科1年 澁谷　航
11 入賞 山梨県立甲府工業高等学校 定 建築科2年 鷹野　美生
12 入賞 山梨県立富士北稜高等学校 全 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ系列2年 流石　楓
13 入賞 愛知県立豊橋工業高等学校 全 建築土木科1年 井下　紋花
14 入賞 愛知県立豊橋工業高等学校 全 建築土木科1年 都築　賢
15 入賞 金沢市立工業高等学校 全 建築科1年 木下　佳音
16 入賞 静岡県立科学技術高等学校 全 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ科1年 松下　愛日
17 入賞 静岡県立科学技術高等学校 全 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ科1年 大石　理奈

18 金賞 長野県飯田長姫高等学校 全 建築科2年 中本　豊
19 銀賞 長野県飯田長姫高等学校 全 建築科2年 原　穂菜美
20 銀賞 栃木県立真岡工業高等学校 全 建設科2年 渡邉　航也
21 銅賞 長野県飯田長姫高等学校 全 建築科2年 元島　由貴
22 銅賞 愛知県立豊橋工業高等学校 全 建築科2年 青山　佳那子
23 銅賞 愛知県立豊橋工業高等学校 全 建築科2年 沼田　　亮
24 銅賞 愛知県立半田工業高等学校 全 建築科2年 竹内　慧太
25 入賞 仙台市立仙台工業高等学校 定 建築土木科3年 石垣　大旅
26 入賞 埼玉県立春日部工業高等学校 全 建築科2年 中山　千鶴
27 入賞 山梨県立甲府工業高等学校 全 建築科2年 赤池　拓
28 入賞 山梨県立甲府工業高等学校 全 建築科2年 寺島　比呂
29 入賞 山梨県立甲府工業高等学校 全 建築科2年 渡部　光
30 入賞 愛知県立豊橋工業高等学校 全 建築科2年 鈴木　瑠夏
31 入賞 愛知県立半田工業高等学校 全 建築科2年 齋藤　卓磨
32 入賞 愛知県立佐織工業高等学校 全 建築科2年 松尾　大河
33 入賞 岐阜県立高山工業高等学校 全 建築ｲﾝﾃﾘｱ科2年 牛丸　裕平
34 入賞 岐阜県立中津川工業高等学校 全 建設工学科2年 下村　泰成
35 入賞 兵庫県立東幡工業高等学校 全 建築科2年 荻田　息吹
36 入賞 兵庫県立東幡工業高等学校 全 建築科2年 島田　彩花

37 金賞 神奈川県立神奈川工業高等学校 全 建設科3年 古川　亮
38 銀賞 広島市立広島工業高等学校 全 建築科3年 吉本　龍之介
39 銀賞 関市立関商工高等学校 全 建設工学科3年 田口　彩乃
40 銅賞 広島市立広島工業高等学校 全 建築科3年 田中　奈生耶
41 銅賞 新潟県立上越総合技術高等学校 全 建築・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科3年 服部　卓也
42 銅賞 神奈川県立神奈川工業高等学校 定 建設科4年 鳴海　智一
43 銅賞 東京都立総合工科高等学校 全 建築都市工学科3年 千葉　匠太朗
44 入賞 栃木県立真岡工業高等学校 全 建設科3年 岩永　巧
45 入賞 栃木県立真岡工業高等学校 全 建設科3年 上野　拓摩
46 入賞 山梨県立甲府工業高等学校 全 建築科3年 木下　恵太
47 入賞 新潟県立上越総合技術高等学校 全 建築・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科3年 古澤　香寿美
48 入賞 長野県長野工業高等学校 全 建築科2年 戸井　泉
49 入賞 愛知県立豊橋工業高等学校 全 建築科3年 鈴木　稔真
50 入賞 愛知県立碧南工業高等学校 全 建築科3年 岡田　嶺芸
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51 入賞 愛知県立碧南工業高等学校 全 建築科3年 加藤　悠子
52 入賞 関市立関商工高等学校 全 建設工学科3年 大野　裕太郎
53 入賞 松山聖陵高等学校 全 建築科2年 須賀　康介

54 金賞 山梨県立甲府工業高等学校 定 建築科2年 児玉　和希
55 銀賞 埼玉県立春日部工業高等学校 全 建築科3年 鳥海　和宏
56 銅賞 栃木県立真岡工業高等学校 全 建設科3年 神田　凌
57 銅賞 栃木県立真岡工業高等学校 全 建設科3年 栁沼　大地
58 銅賞 松山聖陵高等学校 全 建築科2年 小松　史明
59 入賞 埼玉県立春日部工業高等学校 全 建築科3年 柴谷　優汰
60 入賞 栃木県立真岡工業高等学校 全 建設科3年 中沢　健太
61 入賞 愛知県立愛知工業高等学校 全 建設科3年 穂迫　隼斗
62 入賞 愛知県立愛知工業高等学校 全 建設科3年 山本　千雅

63 金賞 関東第一高等学校 全 建築ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ科3年 渡辺　有紀
64 銀賞 栃木県立真岡工業高等学校 全 建設科3年 星野　裕紀
65 銀賞 埼玉県立春日部工業高等学校 全 建築科3年 福田　奎也
66 銅賞 山梨県立甲府工業高等学校 定 建築科3年 望月　雅樹
67 入賞 栃木県立真岡工業高等学校 全 建設科3年 水沼　大
68 入賞 埼玉県立春日部工業高等学校 全 建築科3年 三田　勇太郎
69 入賞 山梨県立甲府工業高等学校 全 建築科2年 小笠原　未奈
70 入賞 山梨県立甲府工業高等学校 全 建築科2年 新海　良平
71 入賞 岐阜県立岐南工業高等学校 全 建築科3年 杉山　直道
72 入賞 関市立関商工高等学校 全 建設工学科3年 藤原　広了

作品数　課題１：１３１　課題２：４７　課題３：６８　課題４：２６　課題５：１７　総数：２８９

平成24年12月11日理事会にて承認されました。尚、講評はまとまり次第記載いたします。
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製図ｺﾝｸｰﾙ運営委員会
関東第一高等学校

塩澤　泰


