
振興賞学生賞推薦者リスト

NO 機関名・学部学科名１ 機関名・学部学科名２ 受賞者氏名

1 愛知工業大学工学部 建築学科 吉田　圭佑

2 秋田県立大学システム科学技術学部 建築環境システム学科 田村　成

3 秋田大学理工学部 システムデザイン工学科機械工学コース 森下　雄介

4 秋田大学理工学部 システムデザイン工学科創造生産工学コース 池田　将馬

5 岩手大学理工学部 システム創成工学科機械科学コース 伊藤　嵩晃

6 宇都宮大学地域創生科学研究科 社会デザイン科学専攻建築学プログラム 中山　紘希

7 大阪市立大学工学部 建築学科 馬場　木の実

8 大阪市立大学工学部 都市学科 武　竜雅

9 大阪市立大学生活科学部 居住環境学科 竹内　元哉

10 大阪大学工学部 地球総合工学科建築工学コース 越田　萌恵

11 大阪大学工学部 環境・エネルギー工学科 正野　景大

12 大阪大学工学部 応用理工学科機械工学科目 山田　泰勢

13 岡山理科大学工学部 建築学科 角南　龍哉

14 鹿児島大学工学部 建築学科 辻浦　小夜

15 神奈川大学工学部 建築学科 中野　佑美

16 金沢工業大学建築学部 建築学科 北井　希美

17 関東学院大学建築・環境学部 建築・環境学科 金子　昇太

18 北九州市立大学国際環境工学部 建築デザイン学科 境　のどか

19 岐阜工業高等専門学校 専攻科 先端融合開発専攻 豊村　日菜

20 九州産業大学建築都市工学部 建築学科 葛原　直輝

21 九州大学工学部 建築学科 山田　将太

22 京都大学工学部 建築学科 北田　綾

23 京都府立大学生命環境学部 環境デザイン学科 東原　克行

24 近畿大学工学部 建築学科 西村　昭春

25 近畿大学産業理工学部 建築・デザイン学科 林　文斗

26 久留米工業大学工学部 建築・設備工学科 林　百花

27 慶應義塾大学理工学部 システムデザイン工学科 石井　朱音

28 工学院大学建築学部 堀口　亮祐

29 工学院大学建築学部 山下　祐介

30 神戸大学海事科学部 マリンエンジニアリング学科 坂田　駿太朗

31 神戸大学工学部 建築学科 山中　克

32 佐賀大学理工学部 都市工学科 居石　和也

33 札幌市立大学デザイン学部 デザイン学科人間空間デザインコース 堤　晴季

34 芝浦工業大学建築学部 建築学科　先進的プロジェクトデザインコース 米倉　裕香

35 芝浦工業大学建築学部 建築学科　都市・建築デザインコース 坂下　大樹

36 芝浦工業大学建築学部 建築学科　空間・建築デザインコース 田中　歩実

37 昭和女子大学生活科学部 環境デザイン学科 原　藍流

38 信州大学工学部 建築学科 竹内　珠里花

39 水産大学校 海洋機械工学科 中島　光陽

40 崇城大学工学部 建築学科 山口　凌矢

41 千葉工業大学創造工学部 建築学科 佐藤　寛仁

42 千葉大学工学部 建築学科総合工学科建築学コース 福光　真也

43 中部大学工学部 建築学科 渡邉　敏基

44 東海大学工学部 建築学科 佐久間　寛嗣

45 東京海洋大学 海洋電子機械工学科 寺田　隼斗

46 東京工業大学環境・社会理工学院 建築学系 竹井　七虹

47 東京工芸大学工学部建築学科 建築学科 古橋　翔

48 東京大学工学部建築学科 建築学科 中谷　優太
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49 東京都市大学建築都市デザイン学部 建築学科 安永　奏

50 東京都立大学都市環境学部 建築学科建築都市 コース 塚原　彩

51 東京理科大学理工学部建築学科 建築学科 篠原　幸佑

52 東北工業大学ライフデザイン学部 生活デザイン学科 菅戸　千尋

53 東北工業大学建築学部 建築学科 木藤　優弥

54 東北大学工学部 建築・社会環境工学科 大槻　謙太郎

55 東北文化学園大学科学技術学部 建築環境学科 加藤　陸央

56 東洋大学総合情報学部 総合情報学科 WANG AIYUAN

57 東洋大学理工学部 建築学科 伊藤　夏洋

58 徳山工業高等専門学校 専攻科　環境建設工学専攻 手山　堅心

59 長崎大学工学部 工学科構造工学コース 小野　達

60 名古屋工業大学工学部 社会工学科 鈴木　一史

61 名古屋大学工学部 環境土木・建築学科 内藤　裕崇

62 奈良女子大学生活環境学部 住環境学科 勝瀬　菜央

63 奈良女子大学生活環境学部 心身健康学科 青山　瑞季

64 兵庫県立大学工学部 機械・材料工学科機械工学コース 林　凌大

65 広島工業大学環境学部 建築デザイン学科 武田　駿

66 広島工業大学工学部 建築工学科 有岡　一

67 広島大学工学部 第四類建築学課程 荒木　良太

68 福井大学工学部 建築・都市環境工学科 早川　日菜

69 福井大学工学部 機械・システム工学科 田中　大空

70 福岡大学工学部 建築学科 石田　彩季

71 福島大学 共生システム理工学類 平林　伸輔

72 福山大学工学部 建築学科 薬師神　光希

73 北海学園大学工学部 建築学科 内野　颯

74 北海道科学大学工学部 建築学科 北島　昴

75 北海道科学大学工学部 機械工学科 市原　慧士

76 北海道大学工学部 環境工学コース 山本　祐士朗

77 北海道大学工学部 建築都市コース 宮川　慈子

78 三重大学工学部 建築学科 永田 拓未

79 都城工業高等専門学校 専攻科　機械電気工学専攻 福島　聖

80 室蘭工業大学工学部 建築社会基盤系学科 藤本　さやか

81 室蘭工業大学工学部 機械航空創造系学科 安西　和樹

82 明治大学理工学部 建築学科 竹内　右京

83 明治大学理工学部 機械工学科 髙橋　良輔

84 名城大学理工学部 建築学科 加藤　千佳

85 山口大学工学部 感性デザイン工学科 井上　諒子

86 横浜国立大学　都市科学部 建築学科 小泉　勇真

87 米子工業高等専門学校 専攻科　建築学専攻 河本　幸樹

88 立命館大学　理工学部 建築都市デザイン学科 民秋　篤

89 早稲田大学創造理工学部 建築学科　 青野　和輝


