
リックパースコンテスト2022最終受賞結果

作品タイトル 都道府県 会社名 氏名

一般パース

雨上がりの庭 グランプリ（総合最優秀賞） 広島県 ノビデザイン 桑原 斉美

未来予想図アプローチ ファサード大賞 静岡県 中部建商株式会社 佐野 貴亮

石と影 ライティング大賞 山口県 有限会社エクステリアの森 三好 俊典

憩い 和風大賞 新人賞 長野県 株式会社ニッコー 池上 晴希

風にさそわれて 優秀賞 神奈川県 エクステリア＆ガーデン設計室coniwa 藤﨑 香奈子

傾斜地の庭 優秀賞 静岡県 株式会社八ヶ代造園 吉田 悦也

藤棚の回廊と橋のある風景 優秀賞 神奈川県 空間構成研究室 市来 敬子

温室のある家 優秀賞 静岡県 株式会社アーキエイト 金丸 佳織

秋涼 優秀賞 千葉県 スペースガーデニング株式会社 中村 可奈

潮騒 優秀賞 新人賞 東京都 ヒューマンヤード株式会社 酒井 環

草屋根の家の夕景 優秀賞 兵庫県 株式会社グリーンテリア 野中 めぐみ

NIGHTCAFE 奨励賞 静岡県 中部建商株式会社 成岡 幸

ドームテントのある夜のリゾートガーデン 奨励賞 オーバー60 茨城県 ChannelGarden 晝場 えり子

乾季のリゾートホテル 奨励賞 岡山県 香川産業株式会社 小林 望実

ムーンロード 奨励賞 宮崎県 山本 美紗代

ajito 奨励賞 群馬県 株式会社ナテックス 今泉 公志

蛍の光 奨励賞 静岡県 株式会社八ヶ代造園 吉田 悦也

静かな時間 奨励賞 福岡県 株式会社久留米庭苑 大塚 みゆき

桜の頃 奨励賞 石川県 haniwa合同会社 荒岡 明子

シノワズリな朝 奨励賞 静岡県 中部建商株式会社 奥山 晃代

無題 奨励賞 千葉県 スペースガーデニング株式会社 北原 幹仁

木々の中のカフェ 奨励賞 静岡県 中部建商株式会社 高柳 奈々

茶室ときどき隠れ家 奨励賞 石川県 haniwa合同会社 荒岡 明子

昼夜表情を変えるシンボリックな建物 奨励賞 岡山県 積水ハウス株式会社 酒井 加奈子

書斎と初夏の庭 奨励賞 神奈川県 株式会社ワイドアルミ 四元 摩野

扉の向こう 奨励賞 兵庫県 株式会社ウエシン 和田 麻紀子

林縁のアウトドアリビングガーデン 奨励賞 兵庫県 山中育樹園株式会社 山中 康太

紫陽花の庭 奨励賞 広島県 ノビデザイン 桑原 斉美

夕暮れのカフェ～古都にて～ 奨励賞 東京都 ヒューマンヤード株式会社 小澤 優理

霧がかった渡り廊下 奨励賞 福岡県 積和建設九州株式会社 川野 弥紗

水と光と影と 奨励賞 千葉県 クレアカーサ株式会社日立リアルエステートパートナーズ 佐々木 千穂

エクステリア＆ガーデンから世界を相手に その他 オーバー60賞 山口県 有限会社エクステリアの森 松田 幸次

やすらぎのひととき その他 新人賞 千葉県 中村 彩乃

四季を感じる浮遊階段 優秀作品 静岡県 株式会社八ヶ代造園 吉田 悦也

誰もいないリビング 優秀作品 兵庫県 ガーデンエクステリアオーシャン 大柴 美穂

朝焼け 優秀作品 千葉県 スペースガーデニング株式会社 北原 幹仁

とあるログハウスの夕暮れ 優秀作品 静岡県 ハマニグリーンパーク有限会社 太田 亜紀子

ビーチテラス 優秀作品 新潟県 株式会社ガーデンスタイル 田中 隆志

緑のリビングデッキ 優秀作品 東京都 株式会社大沢ガーデン 武居 ゆりの

水辺のヴィラ、夕暮れ時 優秀作品 千葉県 スペースガーデニング株式会社 鈴木 晶子

緑に光を纏わせ 優秀作品 静岡県 中部建商株式会社 福本 登夢

寄り添う庭 優秀作品 三重県 積水ハウス株式会社 川合 亜沙美



サンセットガーデン 優秀作品 新潟県 株式会社ガーデンスタイル 田中 隆志

open bal 優秀作品 福井県 スリービー工業株式会社 西川 美希

黄昏 優秀作品 長崎県 株式会社庭建 小宮 圭司

夕陽を望む和のお庭 優秀作品 静岡県 ハマニグリーンパーク有限会社 尾上 安寿佳

実物件パース

フロントガーデン カースペース 奨励賞 三重県 株式会社ビバホーム 鯖戸 美己

和modern 優秀作品 広島県 有限会社タナストーン工業 大谷 亜矢

リフォームエクステリア 優秀作品 岩手県 株式会社エクステリアチバ 鈴木 留美

五感にこだわる家 優秀作品 奈良県 株式会社イムラ 川本 征二

ファンタジー

綿津見線 下り ニライカナイ行き ファンタジー大賞 千葉県 熊澤 潤

星空日和 優秀賞 大阪府 株式会社カレントスペース 金尾 和

銀河鉄道の夜 奨励賞 千葉県 クレアカーサ株式会社日立リアルエステートパートナーズ 佐々木 千穂

ゆるいキャンプ 奨励賞 千葉県 レイアウトデザイン株式会社 針替 幸治

神の住まう地 その他 新人賞 福岡県 有限会社シンセイ産業 久野 倫果

In my Head 優秀作品 静岡県 中部建商株式会社 石川 真央

プレゼンボード

曖昧 プレゼンボード大賞 群馬県 株式会社ナテックス 今泉 公志

Lのデザイン 優秀賞 福岡県 有限会社シンセイ産業 中村 穂高

4SEASONS 優秀賞 大阪府 積和建設関西株式会社 下山 まり

MEN’S SECRET BASE 奨励賞 静岡県 中部建商株式会社 筑木 泰三

朝日と共に海へ行こう 奨励賞 神奈川県 エクステリア＆ガーデン設計室coniwa 藤﨑 香奈子

アルミニウムとコンクリート 奨励賞 愛媛県 積和建設四国株式会社 丸口 元春

動画部門

湖に浮かぶ奇観の地 動画大賞 山口県 有限会社エクステリアの森 三好 俊典

More archistic 優秀賞 東京都 ヒューマンヤード株式会社 奥 伸浩

TIFFANY BLUE selection 優秀賞 北海道 有限会社ビークリエイト 米田 由美子

Petit tour 優秀賞 北海道 有限会社ビークリエイト 米田 由美子

ResortGarden 奨励賞 愛知県 積水ハウス株式会社 安藤 康大

Camp at home 奨励賞 岡山県 株式会社清光園 河手 豊

HAYADE その他 テクニック賞 山口県 有限会社エクステリアの森 中村 達也


