
 

第 10回 東北の建築を描く展 

 

○応募状況推移 

 

 

○審査 

 審査日時：平成 28年 9月 17日（土）10時～15時 40分 

 

 審査会場：東北工業大学八木山キャンパス 

5号館 523番教室（製図室） 

 

 審査委員：白鳥 洋一（新北海道美術協会 会員） 

      天笠 慶子（宮城県芸術協会運営委員） 

          北折 整 （東北生活文化大学） 

          竹内 泰 （東北工業大学） 

 

○審査結果 

 

 

 

    ○展覧会 日時：平成 28年 10月 21日（金）～25日（火） 

            10時～19時（最終日は 16時まで） 

 

         会場：仙台メディアテーク６F ギャラリーｂ 

 

○表彰式 日時：平成 28年 10月 22日（土）午後 1時～ 

 

         会場：仙台メディアテーク６F ギャラリーｂ 

部　　門 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回
小学校の部 26 86 100 73 94 89 113 86 67
中学校の部 41 115 83 93 86 87 89 115 102
高校の部 17 28 133 120 52 127 101 75 136 145
一般の部 22 55 125 168 119 133 120 138 126 112
合計 138 150 459 471 337 440 397 415 463 426

99

部門 出品数 大賞 学長賞 優秀賞 特別賞 入選 入賞・入選　合計 選外

小学校 67 1 1 1 7 26 36 31
中学校 102 1 1 1 6 34 43 59
高等学校 145 1 1 1 6 53 62 83
一般 112 1 - 2 6 42 51 61

合計 426 4 3 5 25 155 192 234



 

第 10回 東北の建築を描く展 

入賞者一覧 
 

 

 

 

部門
管理
番号

審査結果 出展者氏名 タイトル 所在地 学校名／居住地 学年

528 大賞 半澤　蒼良 かつて船小屋があった場所（小名浜漁港） いわき市 泉崎村立泉崎第一小学校 6

525 学長賞 久保木　小花 城門に向かって（小峰城） 白河市 那須町立田代友愛小学校 5

524 優秀賞 和泉　昊希 白いお蔵の赤い扉（七日町通り） 会津若松市 那須町立学びの森小学校 5

2 特別賞 熊谷　愛理 真冬のプラットホーム 盛岡市 盛岡市立仁王小学校 1

11 特別賞 小嶋　勇矢 骨組みの強い魚市場 石巻市 津市立西が丘小学校 6

36 特別賞 藤井　円佳 くらづくりの家のあるまち 会津若松市 会津若松市立城北小学校 2

502 特別賞 伊藤　美奈子 家の近くの神社 大崎市 大崎市立岩出山小学校 6

507 特別賞 坂上　蒼依 おねがいごとをした日（山本不動尊） 福島県棚倉町 白河市立みさか小学校 2

513 特別賞 櫻井　紀 僕らが描いた大きな夢（コミネス壁画） 白河市 白河市立白河第五小学校 3

527 特別賞 赤城　楓恋 橋の下の宮殿 郡山市 白河市立みさか小学校 6

1043 大賞 吉田　薫 　その先 　仙台市 石巻市立河南西中学校 3

1511 学長賞 斎藤　龍之介 守るために いわき市 白河市立白河南中学校 1

1039 優秀賞 鈴木　聖矢 金成総合支所を仰ぐ 栗原市 栗原市立金成中学校 3

1004 特別賞 金野　茉亜里 醸室 大崎市 大崎市立古川中学校 2

1007 特別賞 岩舘　野々花 暗が引き出す木造建築　私がひかれた美しさ 盛岡市 盛岡市立松園中学校 3

1009 特別賞 枦下　結月 定義如来極楽山西方寺貞能公御廟 仙台市 名取市立第一中学校 2

1010 特別賞 佐藤　心愛 緑に囲まれた公共施設 名取市 名取市立第一中学校 2

1013 特別賞 松浦　輝 仙台空港 岩沼市 名取市立第一中学校 2

1518 特別賞 青木　絵馬 時間（とき）を踏む（鹿島神社） 白河市 学校法人石川義塾中学校 3

2604 大賞 渡邊　小桃 POWER 仙台市 宮城県宮城野高等学校 3

2619 学長賞 當山　裕紀 喧噪 仙台市 宮城県仙台二華高等学校 2

2607 優秀賞 鈴木　茜音 aquarium 仙台市 宮城県宮城野高等学校 2

2547 特別賞 寺田　和沙 仙台駅 仙台市 東北生活文化大学高等学校 2

2548 特別賞 千葉　実咲 きらめく　たわむれ 大崎市 東北生活文化大学高等学校 2

2552 特別賞 手代木　伽友 旧観慶丸商店 石巻市 東北生活文化大学高等学校 2

2567 特別賞 大田　琉月 仙台の町並 仙台市 東北生活文化大学高等学校 2

2572 特別賞 中山　雄飛 歩幅A‐２０１６‐ 名取市 東北生活文化大学高等学校 3

2588 特別賞 佐久間　瑠花 居溢れる 岩沼市 宮城県宮城野高等学校 1

3008 大賞 米田　康一 移りゆく時代（とき）のなかで 遠野市 遠野市 －

3559 優秀賞 山田　竜馬 廃家 仙台市 仙台市 －

3563 優秀賞 鈴木　雅之 小宇宙 盛岡市 宮城県大河原町 －

3005 特別賞 稲田　晴弘 縄文の生活を想う 青森市三内丸山 青森市 －

3013 特別賞 佐藤　光雄 旧済生館本館 山形市 宮城県柴田町 －

3015 特別賞 横井　邦彦 窓 二戸市 二戸市 －

3021 特別賞 庄子　理恵 日本三稲荷竹駒神社 岩沼市 仙台市 －

3034 特別賞 鈴木　政志 五大堂の冬 宮城県松島町 宮城県利府町 －

3042 特別賞 立原　栄子 はじめての仙台、空 仙台市 京都市 －

一般

高校

中学校

小学校


