
ID 共同提案 氏名 学校名 学年等 作品名

KSGP14002 小野木 透 金沢工業大学 M1 路上の懐

KSGP14004 石村 大輔 東京理科大学 卒業後1年以内 公共街   - 街の余白、建物の余白-

KSGP14006 山口 史 九州産業大学 4年 奏でる風景  - 不知火町の田園における人の居場所の新たな提案 -

KSGP14014 蒲 大岳 金沢工業大学 卒業後1年以内 やんちゃの舞台

KSGP14015 河本 淳史 神戸大学大学院 M1 Image of Reminiscence    - 山ノ内浄水場跡地計画 -

KSGP14017 今井 裕也 近畿大学大学院 M2 輪の継承   - 神崎ホフマン式輪窯と砂州空間の再編 -

KSGP14019 鎌田 真輔 金沢工業大学大学院 M1 団地化された伝統の逸話  ～受け継がれる加賀友禅の風景～

KSGP14022 吉澤 芙美香 芝浦工業大学 M1 旧山崎家別邸に住宅の香りを

KSGP14028 原田 良平 佐賀大学大学院 M2 まちが憶えた建築のかたち

KSGP14035 ○ 弘田 竜一 大阪工業大学大学院 M1 ハグレモノの解像度

KSGP14039 ○ 川並 栄 大阪工業大学大学院 M1 Urban entropies

KSGP14057 川口 祥茄 広島工業大学大学院 M2 甦るいのちの線路(みち)

KSGP14063 荒武 優希 芝浦工業大学大学院 M1 風土の起点

KSGP14064 小池 潤 立命館大学 3年 掘り込む景趣

KSGP14066 梅津 章一 芝浦工業大学大学院 M1 裏の賑わい　まちの新たな広場の提案

KSGP14067 鈴木 海 芝浦工業大学 M1 地上の汽水域　- 潜在する人、街、風土の顕在化 -

KSGP14069 仲 浩慶 佐賀大学 4年 記憶を継承するカタチ

KSGP14070 河合 杏奈 東京工業大学 4年 道　屋根の連なりが築く常滑の町

KSGP14072 ○ 川村 悠可 東京工業大学大学院 M2 LOAD FOR FUTURE

KSGP14074 永野 仁志 早稲田大学 4年 構図をかえて、住まう

KSGP14075 ○ 佐川 拳太郎 関西大学大学院 M1 重奏長屋  - 人々は暮らしの輝きを取り戻す -

KSGP14077 ○ 北島 圭 東海大学大学院 M1 石膏壁の風景

KSGP14090 三本木 歓 東京大学 M1 「共生」の囲い  - 京都惣構「御土居」と私たちの暮らし-

KSGP14092 土井 彰人 九州大学 M1 Rebuild 木造密集旧商店街における空間の再編成

KSGP14093 宮本 凱土 東京都市大学 3年 二ヶ領用水が見た景色

KSGP14094 田原 大資 横浜国立大学大学院 M2 公私をまたぐ屋根の連なる商店街

KSGP14098 上田 晃平 近畿大学 4年 抽水所と美術館

KSGP14102 ○ 猪狩 渉 東海大学 M1 たてものが朽ち木が育つ  - 木曽平沢ギャラリーウォーク -

KSGP14105 野原 麻由 信州大学大学院 M2 減築集落

KSGP14111 ○ 森 浩平 日本大学 4年 小さな祭りと端縫いの通り

KSGP14115 武谷 創 九州大学 3年 街の中で縁を結ぶ　～３つの巨大な２段縁側住宅～

KSGP14123 木田 脩太 名古屋工業大学大学院 M2 桟敷の系譜

KSGP14126 ○ 加藤 圭介 大阪工業大学大学院 M1 西横堀川魂

KSGP14134 加藤 将人 名古屋大学 4年 積石の風景  - 村山修験道のみちしるべ -

KSGP14138 竹中 敦哉 千葉大学 3年 青井谷の小さな村のような博物館に泊まろう！

KSGP14143 椙山 雄大 立命館大学院 M1 時の渡し舟

KSGP14145 兼岩 宏樹 信州大学 4年 超芸術・トマソン幼稚園   ～ 6個のトマソンと102 個のトマソン空間～

KSGP14147 大村 公亮 信州大学 4年 水辺の立体回廊

KSGP14152 ○ 柄澤 薫冬 東京大学 M1 帯の幅ほど生活圏

KSGP14154 ○ 鉄川 ななみ 早稲田大学 M1 ３つの層と８つの門  - 神奈川台場再編計画 -

KSGP14156 吉田 智大 横浜国立大学大学院 M1 門前町の大きな家

KSGP14159 ○ 柳橋 大志 東京理科大学大学院 M1 沼を結う

KSGP14163 庄野 航平 早稲田大学 M1 道以前の“みち”と方位の中の学び舎

KSGP14164 杉森 大起 立命館大学 4年 ハレとケの遊歩道　～大中之湖干拓地再編計画～

KSGP14171 ○ 廣澤 克典 名古屋工業大学大学院 M1 輪廻する渡し

KSGP14174 藤江 眞美 愛知工業大学 M1 伽藍の跡  都市化する6つの寺の編集

KSGP14186 岩田 理一郎 日本大学 M2 犬山祭 ‒ 繋

KSGP14193 澤崎 綾香 名古屋工業大学 M1 コワレカタノツクリカタ

KSGP14196 ○ 岡安 佐和 日本大学大学院 M1 受け継がれる記憶

KSGP14201 島袋 竜次 近畿大学 4年 屋根の上で戯れる
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