
第 11 回 東北の建築を描く展 

 

○応募状況推移 

 

 
○審査 

 審査日時：平成 29年 9月 16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 29年 10月 20日（金）～24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 29年 10月 21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 第11回

小学校の部 26 86 100 73 94 89 113 86 67 29
中学校の部 41 115 83 93 86 87 89 115 102 85
高校の部 17 28 133 120 52 127 101 75 136 145 59
一般の部 22 55 125 168 119 133 120 138 126 112 97

合計 138 150 459 471 337 440 397 415 463 426 270

99

部門 出品数 大賞 学長賞 優秀賞 特別賞 賞候補 入選 入選以上　合計 選外

小学校 29 1 1 1 6 3 13 25 4
中学校 85 1 1 1 6 7 39 55 30
高等学校 59 1 1 1 5 - 36 44 15
一般 97 1 - 2 7 - 59 69 28

合計 270 4 3 5 24 10 147 193 77
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第 11 回 東北の建築を描く展 

入賞者一覧 
 

 

 
 

部門 審査結果 出展者氏名 タイトル 所在地 学校名／居住地 学年

大　賞 平山　幸 わかまつじょうのはる 会津若松市 会津若松市立一箕小学校 1

学長賞 新谷　三汰 岩手銀行 盛岡市 盛岡市立大新小学校 6

優秀賞 坂本　琉 教会 会津若松市 会津若松市立城北小学校 2

特別賞 長﨑　俊賢 夕陽に燃える会津若松城 会津若松市 津市立西が丘小学校 5

特別賞 兼平　もえ たて長の交番 仙台市 岩手大学教育学部附属小学校 3

特別賞 藤井　円佳 只見の農家 福島県只見町 会津若松市立城北小学校 3

特別賞 和泉　昊希 昔と今（道場門跡と図書館） 白河市 那須町立学びの森小学校 6

特別賞 櫻井　紀 電気が生まれるところ 福島県鮫川村 白河市立第五小学校 4

特別賞 今村　徳希 ゴンドラと樹氷（阿仁スキー場） 北秋田市 大館市立城南小学校 5

大　賞 伊藤　真由子 時渡り 仙台市 仙台市立広瀬中学校 2

学長賞 斎藤　龍之介 時の狭間に眠る街 尾花沢市 白河市立白河南中学校 2

優秀賞 山田　蒼 夏を見にゆく いわき市 白河市立白河中央中学校 2

特別賞 近藤　乙舞 二重世界 白河市 西郷村立西郷第二中学校 3

特別賞 安齋　詩寧 静物 仙台市 宮城県仙台二華中学校 3

特別賞 高瀬　彩音 TAKE OFF!! 名取市・岩沼市 宮城県仙台二華中学校 3

特別賞 安藤　夢 片隅に灯る光 仙台市 仙台市立広瀬中学校 3

特別賞 浅野　愛菜佳 山神神社 宮城県美里町 美里町立不動堂中学校 2

特別賞 菅野　ほのか 見慣れている駅のはずなのに 宮城県美里町 美里町立不動堂中学校 2

大　賞 鈴木　茜音 境界 仙台市 宮城県宮城野高等学校 3

学長賞 加藤　秋桜子 交差雑踏空間 仙台市 宮城県仙台二華高等学校 1

優秀賞 齋藤　ゆりあ 最上屋旅館 白石市 宮城県白石高等学校 3

特別賞 菅田　花音 帰路 仙台市 東北生活文化大学高等学校 2

特別賞 野村　流星 一部の記憶 仙台市 東北生活文化大学高等学校 2

特別賞 髙田　晶央 Woden Wood 宮城県 宮城県仙台二華高等学校 1

特別賞 小林　真子 直線上 宮城県 宮城県仙台二華高等学校 1

特別賞 会田　涼夏 山形の廃屋 山形市 宮城県仙台二華高等学校 2

大　賞 稲田　晴弘 青森銀行記念館 弘前市 青森市

優秀賞 藤田　裕美 月あかり 仙台市 仙台市

優秀賞 佐藤　昌和 プラント城に灯がともり・・・。 石巻市 角田市

特別賞 米田　康一 白と黒のテクスチャ　－守り、そして伝えて－ 弘前市 遠野市

特別賞 横井　邦彦 廃屋 岩手県一戸町 二戸市

特別賞 馬渕　元行 秘密基地 仙台市 三豊市

特別賞 今井　拓弥 繋がるというコト いわき市 白河市

特別賞 小関　瑛美 しずかな 仙台市 仙台市

特別賞 松永　弘 土壁郷愁 富谷市 宮城県大和町

特別賞 鈴木雅之 星降る部屋 米沢市 宮城県大河原町

一般

高校

中学校

小学校


