
JIA 北海道支部卒業設計コンクール 2011 

2011 年 3月 19 日（土）11：00～17：30 

会場：STV 北 2条ビル B1F 会議室 

 
 公開審査風景 

 

 

JIA 北海道支部卒業設計コンクール 2011 審 査 経 過  

2011 年 1月 19 日 ワーキンググループにて日程、各大学、高専、短大、専門学校に案内を発送(全 17校) 

    3 月 02 日 ワーキンググループにて審査員を確定 

               審査員長   平尾 稔幸（平尾建築事務所）     JIA 会員 

        審査員    山内 圭吉（山内圭吉建築研究所）  JIA 会員 

              小杉 朋希（こすぎ建築計画室）JIA 会員 

              鈴木  理（株式会社鈴木理アトリエ一級建築士事務所） JIA 会員 

                       以上の四氏による審査を決定 

    3 月 19 日 STV 北 2条ビル B1F 会議室において公開審査にて厳正な審査の基、審査員の投票結果をもとに協議

し、金賞 1点、銀賞 1点、銅賞 1点、審査員特別賞 3点選出。（参加 7校 33名） 

    4 月 22 日 JIA 北海道支部総会において金賞、銀賞、銅賞、審査員特別賞 3点の表彰状を授与予定。 

 

 



JIA 北海道支部卒業設計コンクール 2011 審 査 結 果 

番 号 作 品 名 氏 名 審査結果 備 考 

1  アルイテユク  須藤 大 1 次審査通過 北海道芸術ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 

2  無時間の庭  渡會 未希 金賞(本選出場) 北海学園大学 

3  Little Town  真鍋 清美  北海学園大学 

4  ＴＡＢＬＡＯ～『表現という行為』を日常に溢れ出させる建築  山中 智代 1 次審査通過 北海学園大学 

5  旅する建築  菱田 智世  北海学園大学 

6  風の音どけもの  工藤亜久里 1 次審査通過 北海学園大学 

7  Doub Trick  伊藤 遼 1 次審査通過 北海道工業大学 

8  湖中のパビリオン  古谷 柚依  北海道芸術ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 

9  FOREFRONTIER-尖閣諸島都市化案-  保苅 卓郎 3 次審査通過 北海学園大学 

10  現庵-茶法の形態化による茶室空間の設計-  石塚孝太郎 審査員特別賞 札幌市立大学 

11 
 身体譜-大野一雄「ラ・アルヘンチーナ頌」における身体表現の衣

服的建築的空間記述 
 柿林 政孝 2 次審査通過 札幌市立大学 

12  cow town  山本 修平  室蘭工業大学 

13  Ｔｒｉｎｉｔｙ Ｃｉｔｙ  安川 佑宜 1 次審査通過 室蘭工業大学 

14  我路 preserved garo  三本木佳那 1 次審査通過 北海学園大学 

15  森の境界～北海道工業大学学生寮～  山下 竜二 銅賞(本選出場) 北海道工業大学 

16  THE RADIANT GARDEN CITY 輝ける棟状田園都心構想  野村 陽輔 1 次審査通過 北海道工業大学 

17  海上軍事都市-普天間基地移設案-  渡邉 浩伸  北海道工業大学 

18  露路を内包する家～田舎に暮らす両親のための家  延壽さやか 1 次審査通過 北海道芸術ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 

19  medium-公共空間における対流と滞留-  高橋 佑介 審査員特別賞 室蘭工業大学 

20  記憶の記録-赤平市福栄地区における集合住宅-  鉾館 亮治  室蘭工業大学 

21  Chickweed  後藤なつみ 1 次審査通過 北海道大学 

22 
 風景の行方-与那原長マリンタウン東浜における建築的オルタナ

ティブ- 
 宮平 祐  室蘭工業大学 

23  集会所ハウス-記憶発生装置としての仮設建築実践-  西田 秀己 2 次審査通過 札幌市立大学 

24  奥の小部屋へ-経験の時間軸を建築にすること-  渡邉 俊介 2 次審査通過 札幌市立大学 

25 
 かすむ、にじむ、ならぶ 沿線コミュニティの始発点となる真駒内

バスターミナル計画 
 砂倉 夏実 2 次審査通過 北海道工業大学 

26  めぐる、よりそう、つながる  高橋 里奈  北海学園大学 

27  共癒 Tomo-yu  濱田 麻里 審査員特別賞 北海道大学 

28  新市立病院を考える  岡山 僚佑  北海道職業能力開発大学 

29  Story,Education,Gratuitous,Attain  佐久間一路  北海道職業能力開発大学 

30  田舎の結  大山 貴央  北海道職業能力開発大学 

31  都忘れ  野口 貴弘  北海学園大学 

32  piece maker  長尾 美幸  北海道大学 

33  Record  佐藤 公哉 銀賞(本選出場) 北海道大学 

 


