
部門 No. 学校名 学科 氏名 学年 作品タイトル

22 香川県立高松工芸高等学校 工芸科 永田   栞理 3 宇宙のたね

21 香川県立高松工芸高等学校 工芸科 田中美桜莉 3 私の大切な分身

23 東京都立工芸高等学校(定) インテリア科 宮崎　夏碧 4 ダイニングチェア

優良賞 千葉工業大学 デザイン科学科 36 東京都立工芸高等学校(全) インテリア科 黒田　楓乃子 2 凹洋燈

優良賞 日本工業大学　生活環境デザイン学科 37 東京都立工芸高等学校(全) インテリア科 甲川　輝流 2 Liｇｈｔ＾２

優良賞 専門学校 ＩＣＳカレッジオブアーツ 20 名古屋市立工芸高等学校 インテリア科 山口　晃生 3 お猿山のお芋洗い

優良賞 学校法人鹿光学園 青山製図専門学校 44 東京都立工芸高等学校(全) インテリア科 長谷川　奏 2 Gentle wave stool

優良賞 山脇美術専門学校 6 名古屋市立工芸高等学校 インテリア科 尾関　一馬 3 和なコースター

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 51 東京都立工芸高等学校(全) インテリア科 市川　和大 3 トナカイ

1 沖縄県立浦添工業高等学校 インテリア科 大城　鈴音 3 キャンプファイヤー

9 名古屋市立工芸高等学校 インテリア科 小林　俊介 3 木ャメラ

225 東京都立工芸高等学校(全) インテリア科 齋藤　想 2 本の虫

116 鹿児島県立隼人工業高等学校 インテリア科 小　浜　伶　央 3 ＤＡＮ　ＤＡＮ　ＤＡＮ

213 東京都立工芸高等学校(全) インテリア科 宮田 紗和 3 BRACEHOUSE

優良賞 千葉工業大学 デザイン科学科 224 東京都立工芸高等学校(全) インテリア科 甲川　輝流 2 Lab House

優良賞 日本工業大学　生活環境デザイン学科 22 宮城県工業高等学校 インテリア科 梶　彩音 2 私の家？部屋？いいえ、街です。

優良賞 専門学校 ＩＣＳカレッジオブアーツ 200 東京都立工芸高等学校(定) インテリア科 小山　珠々 4 AWE SOME　ＡＭＥＲＩＣＡＮ　ＤＩＮＥＲ

優良賞 学校法人鹿光学園 青山製図専門学校 184 千葉県立市川工業高等学校 インテリア科 畑　彩蕗 3 Sea　涼しくて、ワクワクな家を

優良賞 山脇美術専門学校 208 東京都立工芸高等学校(定) インテリア科 古見　廣太郎 4 Peeｋ　in　a　tribe

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 212 東京都立工芸高等学校(全) インテリア科 宮﨑  祐希 3 慈雨

6 三重県立伊賀白鳳高等学校 工芸デザイン科 江口　綾優 3 Football　Stadium　House！！

42 宮城県工業高等学校 インテリア科 五十嵐　謙人 2 まったりの巣

47 宮城県工業高等学校 インテリア科 田村　青空 2 行雲流木

55 宮崎県立宮崎工業高等学校 インテリア科 鈴木　朱里 3 Ｄｒｅａｍ　Ｈｏｕｓｅ

66 長崎県立長崎工業高等学校 インテリア科 江熊　唯香 3 パンと暮らす家

75 長崎県立長崎工業高等学校 インテリア科 櫻井　悠莉 3 読書と絵を描く部屋

88 長崎県立長崎工業高等学校 インテリア科 溝口　明日香 3 Cloud House

102 長野県木曽青峰高等学校 インテリア科 赤堀　はな 3 STEAM ADVENTURE～ホウホウ号～

114 鹿児島県立隼人工業高等学校 インテリア科 大　脇　昂　也 3 音部屋　

118 鹿児島県立隼人工業高等学校 インテリア科 神　田　章　弘 3 ｏｕｔ　ｉｎｄｏｏｒ

129 鹿児島県立隼人工業高等学校 インテリア科 水流添　　空 3 ＭａｋｅＴｈｅＨｏｕｓｅＳｍａｌｌｅｒ

155 大分県立鶴崎工業高等学校 産業デザイン科 児玉 有希 3 Float Life

158 大分県立鶴崎工業高等学校 産業デザイン科 藤原 三月 3 マイマイスペース

166 千葉県立市川工業高等学校 インテリア科 伊藤　香奈 3 Amusement park house

189 千葉県立市川工業高等学校 インテリア科 水田　萌夏 3 毎日の風景を借景に

205 東京都立工芸高等学校(定) インテリア科 滝沢　茉奈 4  Warmed world

227 東京都立工芸高等学校(全) インテリア科 島川　樹汰 2 BOOKS

部門 エントリー数

①クラフト 54 ( 45)

　 ②インテリアデザイン 232 (218)

合計 286(263)  (  )昨年
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