
部門 No. 学校名 学科 氏名 学年 作品タイトル

134 沖縄県立浦添工業高等学校 インテリア科 大城　鈴音 2 パズルいす

160 福岡市立博多工業高等学校 インテリア科 野添　悠希 3 組子照明

優良賞 千葉工業大学 デザイン科学科 164 香川県立高松工芸高等学校 工芸デザイン科 古川　月奈 3 a shining Ferris wheel

優良賞 日本工業大学　生活環境デザイン学科 163 香川県立高松工芸高等学校 工芸デザイン科 吉見　友希 3 竹取物語

優良賞 専門学校 ＩＣＳカレッジオブアーツ 182 東京都立工芸高等学校 インテリア科 池田 鼓 2 灯り　「ＬＯＵＶＥＲ」　　

優良賞 学校法人鹿光学園 青山製図専門学校 255 千葉県立市川工業高等学校 インテリア科 小金井　梨恵 3 ぬくもり〜nukumori〜

優良賞 山脇美術専門学校 158 福岡市立博多工業高等学校 インテリア科 勝野　さや 3 チェアデスク

優良賞 日本ﾌﾘｰﾗﾝｽ ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ協会 159 福岡市立博多工業高等学校 インテリア科 和田　侃志郎 3 傘立てランプ

132 沖縄県立浦添工業高等学校 インテリア科 横田　雷大、石橋　葵 3 和

143 熊本県立熊本工業高等学校 インテリア科 青山　愛美 3 ナイトドライブ

188 東京都立工芸高等学校 インテリア科 島﨑 乃綾 2 灯り　　「幾重」

194 東京都立工芸高等学校 インテリア科 宮田 紗和 2 スツール　「あ、椅子」　

252 千葉県立市川工業高等学校 インテリア科 櫻井　萌圭　山﨑　みちる　横尾　真彩 3 スーパーポコタ　〜いらっしゃいませ、pocopoco〜

256
千葉県立市川工業高等学
校

インテリア科 田辺　琴音 3 Jupiter lamp

223 千葉県立市川工業高等学校 インテリア科 伊藤　良奈 3 fantasy  ～私の世界～

61 三重県立伊賀白鳳高等学校 工芸デザイン科 髙谷　玲花 3 森林浴ハウス

147 静岡県立科学技術高等学校 建築デザイン科 海野　紘汰 2 扉で変わるコンテナ暮らし

優良賞 千葉工業大学 デザイン科学科 36 宮崎県立都城工業高等学校 インテリア科 今滿　七海 3 Hide away

優良賞 日本工業大学　生活環境デザイン学科 150 静岡県立科学技術高等学校 建築デザイン科 村松　美緒 2 積む・重ねる

優良賞 専門学校 ＩＣＳカレッジオブアーツ 226 千葉県立市川工業高等学校 インテリア科 大鹿　早央里 3 House of fantasy animals

優良賞 学校法人鹿光学園 青山製図専門学校 17 宮城県工業高等学校 インテリア科 塚本　萌 2 趣味の時間

優良賞 山脇美術専門学校 239 千葉県立市川工業高等学校 インテリア科 都築　万璃 3 リスになる。

優良賞 日本ﾌﾘｰﾗﾝｽ ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ協会 231 千葉県立市川工業高等学校 インテリア科 木村　乃愛 3 Color house

27 宮城県工業高等学校 インテリア科 佐々木　辰海 2 旋律の空間

38 宮崎県立都城工業高等学校 インテリア科 妹尾　拓磨 3 滝のある家

47 宮崎県立宮崎工業高等学校 インテリア科 境田　桜 3 まどろみＨＯＵＳＥ

60 三重県立伊賀白鳳高等学校 工芸デザイン科 倉澤　悠 3 星家

94 長崎県立長崎工業高等学校 インテリア科 重富　苑佳 3 ハチの子ハウス

95 長崎県立長崎工業高等学校 インテリア科 島本　えみり 3 トイレの家

129 大分県立鶴崎工業高等学校 産業デザイン科 松原 百江 3 ワンダルーム

145 熊本県立熊本工業高等学校 インテリア科 坂本　真美 3 palette

152 静岡県立科学技術高等学校 建築デザイン科 安井　一真 2 自然と育む家

169 東京都立工芸高等学校 定時制インテリア科 川﨑　明子 4 Restless personality

175 東京都立工芸高等学校 定時制インテリア科 戸塚　明子 4 太陽と水と暮らすエコ・ライフ

201 東京都立工芸高等学校 インテリア科 漆山 瑛 2 ＨＯＵＳＥ　ＯＵＴＤＯＯＲ

210 東京都立工芸高等学校 インテリア科 髙橋みかげ 3 ＱＵＢＥ　ＨＯＵＳＥ

212 東京都立工芸高等学校 インテリア科 橋本　彩衣 3 からかさハウス

218 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 インテリア系 川畑　夏美 3 晴耕雨読

部門 エントリー数

①クラフト 45 ( 33)

　 ②インテリアデザイン 218 (153)

合計 263(186)  (  )昨年

学校数：15校（出品）／25校（加盟）
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