入選者

秋吉浩気
アレクサンドラ・コヴァレヴァ┼ 佐藤 敬
出江 潤┼ 浅野大輔┼ 大森敞彦
稲垣淳哉 ┼ 佐野哲史┼ 永井拓生┼ 堀 英祐┼山田宮土理┼中村 航
井上 岳 ┼ 棗田久美子┼ 赤塚 健
魚谷剛紀┼ 加賀隆徳┼ 鈴木將也
大野 宏
勝又 洋 ┼ 涌井 匠┼ 廣澤克典┼ 松岡弘樹
隈 翔平┼エルサ・エスコベド
駒井貞治
小松一平
齋藤直紀┼ 大村高広
畠山鉄生 ┼ 吉野太基
馬場隆介┼ 青山倫大
平瀬有人┼ 平瀬祐子
六角鬼丈 ┼ 六角美瑠┼ 金田充弘┼ 秋田亮平
┼ 松原正佳┼ 藤本絵里子┼ 眞船 峻┼呂 亜輝┼ 栗脇 剛 ┼ 吉田将一朗
┼ 鶴田 航┼ 塩崎拓馬 ┼ 森下 葵┼ 陸 暢

審査員

アドバイザー

古谷誠章

主催

鹿島出版会

江尻憲泰

後援

朝倉不動産

赤松佳珠子

京都展共催

京都工芸繊維大学

平田晃久

協賛

鹿島

槇 文彦

竣工写真撮影 日本建築写真家協会
協力

鹿島昭一

東京展
会期

2019 年

9月11日［水］ 9月22日［日］会期中無休

11：00
会場

19：00（最終日は 16：00まで）

ヒルサイドテラスF 棟 ヒルサイドフォーラム
東京都渋谷区猿楽町 18-8
東京展お問い合わせ：

関連シンポジウム
「
〈登竜門〉
としてのヒルサイドテラス
から始まった」
すべては
〈SDレビュー〉

鹿島出版会 SDレビュー事務局

［金］
2019 年 11 月22日

〒 104-0028 東京都中央区八重洲 2-5-14

18：30―20：00

Tel:03-6202-5202
E-mail:sd@kajima-publishing.co.jp
http://kajima-publishing.co.jp/sd-review/

詳細はヒルサイドテラス50 周年記念実行
委員会 http://50th.hillsideterrace.com/

京都展
会期

10 月4日［金］ 10 月25日［金］19,20日は休館

2019 年
10：00

会場

17：00（入館は 16：30まで）

京都工芸繊維大学 美術工芸資料館
京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町
京都展お問い合わせ：

シンポジウム
「建築がたちあがる時
入選者と審査員が語る」

京都工芸繊維大学 美術工芸資料館

［日］
2019 年 10 月6日

〒 606-8585 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町

14：00

Tel:075-724-7924
E-mail:shiryokan@jim.kit.ac.jp
http://www.museum.kit.ac.jp/

17：30

詳細はウェブサイト参照

学ぶ、学び舎

耳と目のスタジオ

VUILD

KUMA & ELSA
隈 翔平 Shohei Kuma
1983 福岡県生まれ

秋吉浩気 Koki Akiyoshi

1988
2013
2015
2017-

大阪府生まれ
芝浦工業大学卒業
慶應義塾大学大学院修了

VUILD 主宰

蓮のある風景

KOVALEVA AND SATO ARCHITECTS / KASA
アレクサンドラ・コヴァレヴァ

Aleksandra Kovaleva
（ロシア）
生まれ
1989 モスクワ
2014 モスクワ建築学校 MARCH 大学院修了

マウントフジアーキテクツスタジオを経て

2017 ミラノ工科大学大学院修了
2018- KUMA & ELSA 共同主宰
エルサ・エスコベド Elsa Escobedo
（スペイン）
生まれ
1990 ビルバオ
2016 ソルボンヌ大学大学院（フランス）修了
を経て
what if: projects（イギリス）
2018- KUMA & ELSA 共同主宰
借家生活 1, 2, 3, 4…

石上純也建築設計事務所を経て、

駒井貞治の事務所

2019- KASA 共同主宰

駒井貞治 Sadaharu Komai

佐藤 敬 Kei Sato

1987 三重県生まれ
2012 早稲田大学大学院修了
石上純也建築設計事務所を経て

2019- KASA 共同主宰

1968 大阪府生まれ
1990 京都府立大学卒業
吉村篤一／建築環境研究所を経て

1997- 駒井貞治の事務所主宰
2013- 名古屋芸術大学准教授

かぎりなく本設にちかい仮設…

G 町の立体廻廊

浅野・出江建築事務所 ┼ユニオン設計

小松一平建築設計事務所

出江 潤 Jun Izue

小松一平 Ippei Komatsu

1975 京都府生まれ
2017- 浅野・出江事務所共同主宰
浅野大輔 Daisuke Asano
1971 兵庫県生まれ
2017- 浅野・出江建築事務所共同主宰
大森敞彦 Akihiko Omori
1973 大阪府生まれ
1995- ユニオン設計主宰
あざみ野の土

Eureka ┼山田宮土理┼中村 航
稲垣淳哉 Junya Inagaki
1980 愛知県生まれ
Eureka 共同主宰、早稲田大学芸術学校准教授
佐野哲史 Satoshi Sano
1980 埼玉県生まれ
Eureka 共同主宰
永井拓生 Takuo Nagai
1980 山口県生まれ
Eurekaパートナー、滋賀県立大学講師
堀 英祐 Eisuke Hori
1980 佐賀県生まれ
Eurekaパートナー、近畿大学講師
山田宮土理 Midori Yamada
1985 神奈川県生まれ
近畿大学講師
中村 航 Wataru Nakamura

学ぶ、学び舎

かぎりなく本設にちかい仮設…

1984 奈良県生まれ
2006 大阪芸術大学卒業
2010- 小松一平建築設計事務所主宰
倉賀野駅前の別棟
齋藤直紀 Naoki Saito

1991 群馬県生まれ
2016 東京理科大学大学院修了
2017- 慶應義塾大学大学院
博士後期課程在籍
大村高広 Takahiro Omura

1991 富山県生まれ
2017 東京理科大学大学院修了
2017- 同 博士後期課程在籍

蓮のある風景

あざみ野の土

打出浜のシェアスペース

木密のなかの列柱
畠山鉄生┼吉野太基
┼アーキペラゴアーキテクツスタジオ

畠山鉄生 Tetsuo Hatakeyama

1986 富山県生まれ
2013 武蔵野美術大学大学院修了

Temporary Bamboo
Community Chapel
makes Permanent Stone
Community Chapel

増田信吾 ┼大坪克亘を経て

2017- アーキペラゴアーキテクツスタジオ主宰
吉野太基 Taiki Yoshino
1988 熊本県生まれ
2015 東京藝術大学大学院修了
2015- 長谷川豪建築設計事務所

下石の通い所

1986 埼玉県生まれ
奈良女子大学助教

小規模集落の極小観測住居
馬場隆介 Ryusuke Baba

打出浜のシェアスペース

BORD
井上 岳 Gaku Inoue

1989 山梨県生まれ
BORD 共同主宰、東京藝術大学教育研究助手
棗田久美子 Kumiko Natsumeda
1988 広島県生まれ
BORD 共同主宰、オンデザインパートナーズ
赤塚 健 Ken Akatsuka
1989 千葉県生まれ
BORD 共同主宰、日本設計
下石の通い所

Uo.A ┼ほとり建築事務所
魚谷剛紀 Takenori Uotani
1979 富山県生まれ
2011- Uo.A 主宰
加賀隆徳 Takanori Kaga
1977 岐阜県生まれ
2015- ほとり建築事務所共同主宰
鈴木將也 Masaya Suzuki
1978 愛知県生まれ
2015- ほとり建築事務所共同主宰

1992 愛知県生まれ
2018 千葉大学大学院修了
2018- KAJIMA DESIGN
青山倫大 Tomohiro Aoyama
（イギリス）生まれ
1991 ロンドン
2018 千葉大学大学院修了
2018- 山下設計

ゆらぎば 人間とAI の共創デザイン

multi-framing device 棚田観測所
yHa architects
平瀬有人 Yujin Hirase
1976 東京都生まれ
2001 早稲田大学大学院修了
2007- yHa architects
2008- 佐賀大学准教授
平瀬祐子 Yuko Hirase
1975 東京都生まれ
2001 早稲田大学大学院修了

耳と目のスタジオ

倉賀野駅前の別棟

藤江和子アトリエ、
を経て
HHF architects（スイス）
2008- yHa architects

借家生活 1, 2, 3, 4…

光恩寺 弁天堂
六角鬼丈計画工房

Temporary Bamboo Community Chapel
makes Permanent Stone Community Chapel
Studio on_site
大野 宏 Hiroshi Ono
1992 滋賀県生まれ
2018 滋賀県立大学大学院修了
2018- 同 博士課程後期在籍
2018- Studio on_site 主宰

┼東京藝術大学金田充弘研究室

G 町の立体廻廊

六角鬼丈 Kijo Rokkaku

1941 東京都生まれ
東京藝術大学名誉教授、
前 六角鬼丈計画工房代表

2019 死去
六角美瑠 Miru Rokkaku

1977 東京都生まれ
芝浦工業大学特任准教授、

ゆらぎば 人間とAI の共創デザイン
大成建設
勝又 洋 Hiroshi Katsumata

1983 神奈川県生まれ
日本大学大学院修了後、大成建設
涌井 匠 Takumi Wakui

六角鬼丈計画工房代表
金田充弘 Mitsuhiro Kanada

木密のなかの列柱

東京藝術大学准教授、

Arup Japanシニアアソシエイト

multi-framing device 棚田観測所

ほか 11 名

1991 千葉県生まれ
日本大学大学院修了後、大成建設
廣澤克典 Katsunori Hirozawa

1991 岐阜県生まれ
名古屋工業大学大学院修了後、大成建設
松岡弘樹 Hiroki Matsuoka

1992 静岡県生まれ
名古屋工業大学大学院修了後、大成建設

小規模集落の極小観測住居

1970 東京都生まれ

光恩寺 弁天堂

