
〔平成 30 年 12 月 21 日 発表〕 

第 16 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 10万円＋賞状）

長島未侑、管野 夢、鈴木沙歩、福田奈菜 多摩美術大学 美術学部 環境デザイン学科

優 秀 賞（賞金 5万円＋賞状）

磯野小梅、吉田奈菜、高橋美玖、広庭伸樹 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

小副川玲奈、植木嘉一 千葉大学大学院 工学研究科 都市環境システムコース 

土屋 なつ穂  多摩美術大学 美術学部 環境デザイン学科 

濵先 沙奈 多摩美術大学 美術学部 環境デザイン学科 

吉田奈菜、鏡島ひらり 千葉大学 工学部 都市環境システム学科 

入 賞（賞状）

磯野 小梅 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 

濱口夢菜、喜岡裕史 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 

岩田 周也 東北大学 工学部 建築・社会環境工学科 村上 幸成 大阪総合デザイン専門学校 インテリアデザ
イン学科 

大西 瀬里奈 大阪成蹊大学 芸術学部 インテリア・プロ
ダクトデザインコース 

山下 築 中央工学校 OSAKA 工業専門課程 インテリ
アデザイン科 

佐藤 耕介 日本大学大学院 生産工学研究科 建築工
学専攻 

山田泰輔、中村翔太 大阪工業大学 工学部 空間デザイン
学科 

高橋 涼太 千葉大学 工学部 都市環境システム学科 吉田 隼人 大原情報デザインアート専門学校金沢校 デザ
イン学科 インテリアコーディネーターコース 

奨 励 賞（賞状）

雨宮未空、羽場優愛 町田・デザイン専門学校 インテリアデ
ザイン科

石黒碧、MIAO YI 多摩美術大学 美術学部 環境デザイン
学科

石割茜、出宮咲季 大阪モード学園 インテリア学科

伊藤愛莉、松尾彩花、
松原千夏

多摩美術大学 美術学部 環境デザイン
学科 

伊庭梨加、梅村真子、
小倉舞香

椙山女学園大学 生活科学部 生活環境
デザイン学科 

上野 奈保 九州産業大学 芸術学部 生活環境デザイン学
科

大野めぐみ、長谷川将太郎 千葉大学 工学部 建築学科

大場 美緒 駒沢女子大学 人文学部 住空間デザイン学科

岡本 昇磨 金沢工業大学大学院 工学研究科 建築学専攻

奥山 憂香 静岡文化芸術大学 デザイン学部 デザイン学
科

金子 耕太 工学院大学 建築学部 建築学科

川又 理紗 宮城学院女子大学 生活科学部 生活文化デザ
イン学科

具志 風花 駒沢女子大学 人文学部 住空間デザイン学科

黒川友恵、鎌田千輝 東海大学 国際文化学部 デザイン文化
学科

古賀 桃子 九州産業大学 建築都市工学部 住居・インテ
リア学科

小檜山結花、長島優花、
池津真菜、清田千紘

東京都市大学 都市生活学部 都市
生活学科 

紺野大晴、酒井菜々葉、
坂間梨花、中村龍馬

神奈川県立産業技術短期大学校
産業デザイン学科 

酒井 梓 名古屋モード学園 インテリア学科

酒井弘太郎、エモン菜央美、
水澤裕貴

拓殖大学 工学部 デザイン学
科 

向坂 朋花 東京デザイン専門学校 インテリアデザイン
科

佐々木 開人 中央工学校 建築室内設計科

以下、奨励賞

志田 健也 東北工業大学 工学部 建築学科

篠原 麻友 駒沢女子大学 人文学部 住空間デザイン学科

嶋根 紗巴 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門
課程Ⅰ部 インテリアデザイン科

白石 正人 大阪工業大学大学院 建築都市デザイン工学
専攻

菅原安佑、佐々木果苗 北海道芸術デザイン専門学校環境デザイン
学科インテリアコーディネーション専攻

杉田 里穂 中央工学校 建築室内設計科

杉本 志織 東京都市大学 都市生活学部 都市生活学科

太 星 東京モード学園 インテリア学科 インテリア
専攻

多木 翔夢 神戸芸術工科大学 芸術工学部 プロダクト・
インテリアデザイン学科

長澤 彩水 中央工学校 建築室内設計科

中島 里穂 名古屋造形大学 造形学部 建築・インテリア
コース

中村成玖、弓場教行 福井工業大学 環境情報学部 デザイン
学科

成瀬 文香 日本文理大学 工学部 建築学科 インテリア
デザインコース

西野 竜樹 東北工業大学 工学部 建築学科

平松紅映、三宅里奈 椙山女学園大学 生活科学部 生活環境
デザイン学科

福本 勇人 大阪モード学園 インテリア学科

藤野 純也 日本大学大学院 工学研究科 建築学専攻

MAHARJAN BABYSHA 中央工学校 OSAKA 工業専門課程 イ
ンテリアデザイン科

溝口翔太、高浪匠平 東京工学院専門学校 建築学科

山野井匠、高橋美玖 千葉大学 工学部 都市環境システム学
科

吉田 敦喜 穴吹デザイン専門学校 インテリアデザイン
学科

公益社団法人 商業施設技術団体連合会 


