
過去の受賞作品（最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞、アイデア賞、デザイン賞）

平成２４年度
最優秀賞 優秀賞 優秀賞 審査員特別賞 審査員特別賞

平成２３年度
最優秀賞 優秀賞 優秀賞 審査員特別賞 審査員特別賞

作品名 タワーブリッジ
青森県立尾上総合高等学校

エコロジー系列
齋藤 孝樹（3年） 竹浪 周平（3年）

小堀 修平（3年）

作品名 名勝 猿橋
秋田県立大館工業高等学校

土木・建築科
相馬 洸太（3年） 富沢 翔（3年）

赤石 祐也（3年）

作品名 ドン・ルイス1世橋
山形県立長井工業高等学校

環境システムk科
松下 葵（3年） 樋口 円（3年）

大木 寿美怜（3年） 四釜 麻衣（ 3年）

作品名 ツイスト橋
秋田県立能代工業高等学校

都市工学科
工藤 吉樹（3年） 越前谷 和正（3年）
加藤 央也（3年） 田村 渉（3年）

松田 和歩（3年）

作品名 JR左沢線 最上川橋梁
山形県立寒河江工業高等学校

土木科
落合 亮太（3年） 佐藤 省吾（3年）
山田 俊希（3年） 結城 光（3年）

平成２５年度

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 審査員特別賞 審査員特別賞

作品名 鞘橋
秋田県立大館工業高等学校

土木・建築科
日景 舞（3年） 根田 渓介（3年）

山脇 敬博（3年）

作品名 谷瀬の吊橋（谷瀬橋）
青森県立青森工業高等学校

都市環境科
伴 将太（3年） 荒内 可苗（3年）
今 美月（3年） 木立 遼（3年）

竹内 優哉（3年） 冨士 敬汰（3年）

作品名 ジョージ・ワシントンブリッジ
山形県立長井工業高等学校

環境システム科
小松 亜希（3年） 遠藤 歩美（3年）
菊地 智美（3年） 梅津 駿（3年）

作品名 近江富士２号橋
山形県立寒河江工業高等学校

土木科
小松 希望（3年） 阿部 久志（3年）
飯沼 謙弥（3年） 伊藤 好綺（3年）
武田 修平（3年） 村山 元気（3年）

作品名 南禅寺水路閣
山形電波工業高等学校
やまがた創造工学科

髙取 健太（3年） 秋葉 瞭（3年）
市川 大道（3年） 遠藤 将人（3年）
大坂 響（3年） 折原 巧（3年）
門脇 司（3年） 佐藤 慶光（3年）
竹田 斗紀哉（3年） 水島 翔（3年）

作品名 納屋橋
青森県立尾上総合高等学校

エコロジー系列
福士 雄太（3年） 小野 槙悟（3年）

高杉 和宏（3年）

厳島神社 反橋
秋田県立大館工業高等学校

土木・建築科
鳥潟 航一（3年） 関 直人（3年）
成瀬 貢輔（3年） 三澤 新（3年）

明石海峡大橋
山形県立長井工業高等学校

環境システム科
須貝 円香（3年） 川崎 拓也（3年）

佐藤 伶（3年）

ハイブリット橋
岩手県立一関工業高等学校

土木科
小野寺 将（3年） 佐々木 晴也（3年）
澤田 和樹（3年） 高橋 伸拓（3年）

渡邊 颯（3年）

ニューリバーゴージ橋
宮城県古川工業高等学校

土木情報科
福田 尚也（3年） 佐藤 洋平（3年）
千葉 純平（3年） 平本 雅季（3年）



過去の受賞作品（最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞、アイデア賞、デザイン賞）

平成２０年度
最優秀賞 優秀賞 優秀賞

作品名 ポン・デュ・ガール
福島県立相馬農業高等学校

環境緑地科
佐藤 博明（3年） 高城 凌（3年）

西内 駿（3年）

作品名 ウイリアムズバーグ橋
山形県立長井工業高等学校

環境システム科
後藤 勇太(3年）大瀧 恭輔(3年）

岩崎 翔太(3年）

作品名 南河内橋
宮城県上沼高等学校
農業土木科 土木類型

鈴木 瑞樹（3年）伊邊 成樹（3年）

作品名 ３径間連続複合橋 構造模型
青森県立柏木農業高等学校
環境緑地科・土木コース

工藤 拓也（2年）後 藤 瑶（2年）
齋藤 啓大（2年）館山 晃侑（2年）
福士 昴生（2年）村元 奨哉（2年）

盛 悠 輝（2年）

作品名 豊田大橋
青森県立弘前工業高等学校

土木科
木村 望（3年）一町田 龍樹（3年）

小田桐 大貴（3年）

アイデア賞 デザイン賞

平成２１年度

平成２２年度
最優秀賞 優秀賞

優秀賞最優秀賞 優秀賞

優秀賞

アイデア賞 デザイン賞

作品名 鶴の舞橋
山形県立寒河江工業高等学校

土木科
安孫子 勇生(3年）櫻井 達也(3年）

三浦 悠希(3年）

作品名 錦帯橋
山形県立長井工業高等学校

環境システム科
佐藤 孝太(3年）飯澤 裕平(3年）
竹田 知樹(3年）大津 萌(3年）

作品名 かずら橋
仙台市立仙台工業高等学校

土木科
生川 新也(3年）服部 航平(3年）
赤木 富士樹(3年）佐藤 翔悟(3年）

作品名 カラスアーチ橋
福島県立福島明成高等学校

環境土木科
江口 大輝(3年）八島 良介(3年）

作品名 渡月橋
宮城県上沼高等学校

農業技術科
西條 伸也(3年）

作品名 錦桜橋
宮城県上沼高等学校

農業技術科
佐々木 紹吉（3年）及川 優希（3年）

作品名 ドン・ルイス一世橋
宮城県上沼高等学校

農業技術科
小野寺 拓見（3年）高橋 佑太（3年）

長埜 拓（3年）

作品名 中国の風雨橋
宮城県迫桜高等学校

総合学科ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ系列土木
畠山 潤（3年）遠藤 隼人（3年）
伊藤 沙也香（3年）菅原 健太（3年）

審査員特別賞 審査員特別賞

作品名 猿橋
宮城県古川工業高等学校

土木情報科
杉山 晴香（2年）須藤 菜美（2年）

作品名 三連の雁橋
山形県立寒河江工業高等学校

土木科
高橋 直紀（3年）郷野 直也（3年）

武田 尚孝（3年）



過去の受賞作品（最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞、アイデア賞、デザイン賞）

平成１７年度
最優秀賞 優秀賞 優秀賞

作品名 かずら橋
宮城県小牛田農林高等学校

我妻 恵一 菅原 敦 大槻 輝
佐藤 諒一

作品名 渡月橋
宮城県古川工業高等学校

千葉 清宇 齋藤 悟 斉木 泰
荻原 大樹 照井 孝治

作品名 クリア歩道付ＰＣ中空床版橋
（耐震構造）

福島県立福島明成高等学校

鈴木 智弘 清野 隼

作品名 海鮮橋
仙台市立仙台工業高等学校

氏家 結衣

作品名 出合い橋
岩手県立福岡工業高等学校

大石 幸浩 横田 正史 釜石 裕太
芳田 潤

アイデア賞 デザイン賞

作品名 伊勢の宇治橋
宮城県小牛田農林高等学校

三浦 隆義 及川 達也 高橋 周平
本田 駿 青木 大阿

平成１８年度

平成１９年度
最優秀賞 優秀賞

優秀賞

アイデア賞 デザイン賞

最優秀賞 優秀賞

優秀賞

アイデア賞 デザイン賞

作品名 猿橋（さるばし）
宮城県迫桜高等学校

二階堂 将也 高橋 佳宏 岩渕 傑
千葉 大和

作品名 明るく成る橋（アーチ橋
福島県立福島明成高等学校

菅野 友貴 佐久間 裕也 冨田 純也

作品名 ドーナッツ橋
岩手県立福岡工業高等学校

榎本 渉工 酒井 修平 佐藤 哲平
地切 和也 山崎 浩二

作品名 寒工橋
山形県立寒河江工業高等学校

遠藤 廣人 植村 文仁 大場 夏紀
柴田 雄二 辻 浩史

作品名 セントルイス・イーズ橋
山形県立長井工業高等学校

環境システム科
金子 泰輔（3年）菅 拓哉（3年）

土屋 直登（3年）

作品名 ガール橋
福島県立相馬農業高等学校

環境緑地科
柳沼 秋彦（3年）青木 永貴（3年）

作品名 錦帯橋
宮城県小牛田農林高等学校
農業技術科 農業土木コース

古内 聡（2年）大和田 俊太（2年）
ギガンテ ニコ（2年）

作品名 夜にたたずむ勝鬨橋
福島県立平工業高等学校

土木科
鈴木 陽平（3年）和泉 一成（3年）

橋本卓磨（3年）

作品名 雪国橋
秋田県立秋田工業高等学校

土木科
田澤 紫織（3年）



作品名 シドニー湾のハーバーブリッジ
山形県立長井工業高等学校
小笠原 友貴 小松 健

平成１５年度

過去の受賞作品（最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞、アイデア賞、デザイン賞）

平成１６年度
最優秀賞 優秀賞

優秀賞

アイデア賞 デザイン賞

最優秀賞 優秀賞

優秀賞

アイデア賞 デザイン賞

作品名 桔木橋（はねぎばし）
モデル［大月市 猿橋］

仙台市立仙台工業高等学校
小林 由佳

作品名 「錦帯橋」部分模型

福島県立平工業高等学校
大井川 祐一 遠藤 弘規 蛭田 学

作品名 可動橋「赤橋」
福島県立岩瀬農業高等学校

小磯 拓洋 梅宮 章弘 深谷 雄

作品名 近未来的アーチ橋
青森県立弘前工業高等学校

長尾 志延 工藤 晶久 斉藤 敦厚
三上 裕輔 小舘 一文 島田 一仁

和田 良太

作品名 河童橋
宮城県小牛田農林高等学校

大平 敬之 加藤 翔吾 佐藤 悠人
加藤 裕宣

作品名 アーチ橋

［北上大橋（バランスド・タイド
アーチ）をイメージしたアーチ橋］

仙台市立仙台工業高等学校
小林 由佳

作品名 屋根付橋
（宇佐神宮・呉橋）

福島県立岩瀬農業高等学校
根本 泰輔 芳賀 稔 間野目 俊一

込山 武志

作品名 未来の橋
仙台市立仙台工業高等学校
遠藤 祐士 三浦 永喜

作品名 連続曲線斜張橋

福島県立平工業高等学校
山本 大地 根本 高広


