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会期 開催年度 賞 数 作品名 所在地 設計者 設計事務所 建築主 施工者 建築構造

39 2023年 住宅建築賞 金賞 1 8.5ハウス 神奈川県 齋藤 隆太郎＋井手 駿 DOG（齋藤） 乙部 遊＋乙部 京子 新進建設株式会社 木造 ☆ 吉村靖孝

（R5年） 住宅建築賞 1 House in Fukasawa 東京都 服部 大祐 Schenk Hattori 白井 秀忠 池田工務店 木造 大野博史

（応募71点） 2 大森ロッヂ新棟 笑門の家 東京都 古谷 俊一 古谷デザイン建築設計事務所 矢野 一郎・矢野 典子 株式会社日起 木造在来軸組工法 倉方俊輔

3 石黒邸 東京都 溝部 礼士＋坪井 宏嗣 溝部礼士建築設計事務所＋株式会社坪井宏嗣構造設計事務所 石黒 唯嗣 株式会社広橋工務店 木造 中川エリカ

4 佐竹邸 東京都 工藤 浩平＋宮崎 侑也 株式会社工藤浩平建築設計事務所 佐竹 雄太 株式会社住建トレーディング 鉄骨造 西沢大良

38 2022年 住宅建築賞 金賞 1 河童の家 神奈川県 畠山鉄生＋吉野太基 アーキペラゴ アーキテクツスタジオ 奥田翔、奥田千尋 株式会社山田建設 木造一部鉄骨造 ☆ 平田晃久

（R4年） 住宅建築賞 1 菊名貝塚の住宅 神奈川県 小林佐絵子＋塩崎太伸 アトリエコ 塩崎太伸・佐絵子 株式会社相川スリーエフ 木造 加藤耕一

（応募58点） 2 ニセカイジュウタク 東京都 横井創馬＋佐瀬和穂＋大沢美幸 横井創馬建築設計事務所+佐瀬和穂建築設計事務所+みゆき建築計画設計部 株式会社三栄建築設計 株式会社三栄建築設計 木造 曽我部昌史

3 鶴岡邸 東京都 武田清明 武田清明建築設計事務所 鶴岡清一 株式会社大平建設 鉄骨造 山田紗子

37 2021年 住宅建築賞 金賞 1 節会 東京都 渡邊大志 早稲田大学 匿名希望 株式会社髙水鐡工 S造一部RC造 吉村靖孝

（R3年） 住宅建築賞 1 相模原の家 神奈川県 青木弘司＋岡澤創太＋角川雄太＋高橋優太 合同会社AAOAA一級建築士事務所 哈斯巴特尓＋馬迎新 株式会社栄伸建設 木造

（応募60点） 2 はつせ三田 東京都 井原正揮＋井原佳代 株式会社ihrmk 株式会社愛宕長谷川 株式会社辰 RC造〔耐震壁付ラーメン構造〕

3 森の図書館 神奈川県 三井 嶺 株式会社三井嶺建築設計事務所 橋本麻里 大同工業株式会社 地下RC造、地上木造

4 品川の家 東京都 大石雅之 大石雅之建築設計事務所 藤澤康博 株式会社キミ建設 RC造一部木造

36 2020年 住宅建築賞 金賞 1 武蔵野の戸建 東京都 小坂 怜＋森中 康彰 一級建築士事務所小坂森中建築 坂井 啓吾＋坂井 むつみ 株式会社山菱工務店 木造 ☆ 乾久美子

（R2年） 住宅建築賞 1 daita2019 東京都 山田 紗子 山田紗子建築設計事務所 山田 良明 株式会社ビルドラボ 木造軸組構造〔外部のみ鉄骨造〕 青木淳

（応募74点） 2 北小金のいえ 千葉県 白石 圭＋中島 壮＋橋本 圭央 S設計室＋中島壮設計一級建築士事務所＋日本福祉大学 白石 明子 S設計室 木造在来工法 中川エリカ

3 古澤邸 東京都 古澤 大輔＋坪井 宏嗣 リライト_D／日本大学理工学部＋㈱坪井宏嗣構造設計事務所 古澤 大輔 株式会社TH-1 RC造〔純ラーメン構造〕 長谷川豪

住宅建築賞　奨励賞 1 朝霞の3棟再整備計画 埼玉県 荒木 源希＋佐々木 高之＋佐々木 珠穂＋青木 昂志良 株式会社アラキ＋ササキアーキテクツ 石嶋 幹夫 トータルリフォーム丸川株式会社 木造一部S造 福島加津也

35 2019年 住宅建築賞 金賞 1 筑西の住宅 茨城県 伊藤 暁 株式会社伊藤暁建築設計事務所 間々田 涼平 ㈱田中工務店 木造

（R1年） 住宅建築賞 1 欅の音 terrace 東京都 永井 雅子＋根岸 龍介＋若林 拓哉／藤沢 百合 つばめ舎建築設計／スタジオ伝伝 佳那栄商事 ㈱セキグチホームテック 鉄骨造

（応募69点） 2 ヴィラ・ポタジェ 埼玉県 平井 政俊＋關本 丹青 平井政俊建築設計事務所 時田 隆佑 ㈱時田工務店 木造在来工法

3 ミナガワビレッジ 東京都 神本 豊秋 株式会社再生建築研究所 ㈱大一 ㈱ルーヴィス＋㈱マルキ（外構） 木造在来工法

4 コート・ハウス 埼玉県 田村 裕希＋松岡 聡 一級建築士事務所松岡聡田村裕希 田村 謙二 安松託建 木造

34 2018年 住宅建築賞 金賞 1 KITAYON 東京都 寳神尚史+太田温子 日吉坂事務所株式会社 日吉坂事務所株式会社 株式会社青 鉄骨造 ☆ 乾久美子

（H30年） 住宅建築賞 1 床と天井 東京都 河内一泰 河内建築設計事務所 匿名希望 田工房 木造 青木淳

（応募60点） 2 谷陰の光 千葉県 加藤大作+清水純一 UND一級建築士事務所 匿名希望 仲野工務店 木造 金野千恵

3 稲村の森の家 神奈川県 藤原徹平 フジワラッテッペイアーキテクツラボ 百瀬龍輔 島建設株式会社 木造（SE構法） 平田晃久

住宅建築賞　奨励賞 1 酒井邸 東京都 渡邊大志 早稲田大学理工学術院建築学専攻/創造理工学部建築学科 酒井幸輝 株式会社栄伸建設 鉄骨造一部RC造

33 2017年 住宅建築賞 金賞 1 桃山ハウス 静岡県 中川エリカ 中川エリカ建築設計事務所 泰和企業株式会社 箱根建設㈱ RC造一部鉄骨造・木造

（H29年） 住宅建築賞 1 TRANS 東京都 駒田剛司+駒田由香 駒田建築設計事務所 匿名希望 仲野工務店 RC造

（応募97点） 2 辰巳アパートメントハウス 東京都 伊藤博之 伊藤博之建築設計事務所 阿部弘子 サンユー建設㈱ RC造一部鉄骨造

3 Around the Corner Grain 埼玉県 佐野哲史／高野洋平+森田祥子 Eureka／MARU。architecture 本田勝博 TH-1 鉄骨造

4 いえ と そと の いえ 東京都 萩野智香 萩野智香建築設計事務所 匿名希望 ㈲深澤工務店 木造

32 2016年 住宅建築賞 1 living journey 東京都 佐藤美輝 佐藤事務所 上西哲路 ㈱前澤工務店 鉄筋コンクリート造 ☆ 西沢立衛

（H28年） 2 ペインターハウス 神奈川県 加藤亜矢子＋村山徹 ムトカ建築事務所 山本桂輔+山本康子 ㈱ジョー・コーポレーション 木造 乾久美子

（応募66点） 3 DECKS 東京都 伊藤博之 伊藤博之建築設計事務所 合同会社m&m サンユー建設㈱ 鉄筋コンクリート造 小嶋一浩

4 横浜の住宅 神奈川県 伊藤暁 伊藤暁建築設計事務所 伊藤ちひろ ㈱栄港建設 木造 妹島和世

5 SHIRO building 東京都 木下昌大＋石黒大輔 KINO architects 利根川均 大出産業㈱ 鉄骨造 藤本壮介

住宅建築賞　奨励賞 1 tetto 神奈川県 安原幹＋日野雅司＋栃澤麻利 SALHAUS 宮野敏男 大同工業㈱ 在来木造一部鉄筋コンクリート造

31 2015年 住宅建築賞 1 ハウス・イン・ニュータウン 神奈川県 能作淳平＋大野博史 能作建築設計事務所／オーノJAPAN 古本直行 工藤工務店 鉄骨造

（H27年） 2 構の郭 茨城県 武井誠＋鍋島千恵 TNA 滝徳宗 関根工務店 鉄骨造一部木造

（応募86点） 3 岸辺の家 埼玉県 堀直樹＋安田朋子 堀直樹・安田朋子建築設計事務所 赤山照夫 ㈱スリーエフ 木造

4 Casa O 東京都 髙橋一平 髙橋一平建築事務所 匿名希望 月造 木造

5 不動前ハウス 東京都 常山未央＋能作文徳 mnm／能作文徳建築設計事務所 林煥栄、逢坂千枝 ㈲エヌ・エフ・クリエイション 鉄骨造一部木造

30 2014年 住宅建築賞 1 西麻布の集合住宅 東京都 安原幹＋日野雅司＋栃澤麻利 SALHAUS 匿名希望 青木工務店 RC造一部鉄骨造 ☆ 西沢立衛

（H26年） 2 Armadillo／アルマジロ 神奈川県 田辺雄之 田辺雄之一級建築士事務所 匿名希望 川口建築㈲ 木造 妹島和世

（応募69点） 3 森をよけた住まい 東京都 西久保毅人 一級建築士事務所ニコ設計室 飯島寛 ㈲大原工務所 木造 トム・ヘネガン

4 重ねの家 千葉県 木島千嘉＋上原絢子 木島千嘉建築設計事務所 匿名希望 榊住建 木造 林　寛治

5 House – H 東京都 岸本和彦 acaa 平野大樹 ㈱山菱工務店 木造 藤本壮介
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29 2013年 住宅建築賞 1 松竹台の家 神奈川県 荒木源希＋佐々木高之＋佐々木珠穂＋岸田佳晃 ㈱アラキ＋ササキアーキテクツ 古市良彦／荒木真登 ㈲原島建築 木造

（H25年） 2 ＦＩＫＡ 東京都 西田司＋一色博貴＋梁井理恵 オンデザインパートナーズ 塚本佳子 ㈲大原工務所 木造

（応募117点） 3 Ｈｏｕｓｅ　Ｔ 東京都 篠崎弘之 篠崎弘之建築設計事務所 寺戸巽海／寺戸華恵 ㈲伸栄 木造在来工法

4 等々力の二重円環 東京都 藤原徹平 ㈱フジワラテッペイアーキテクツラボ 長谷川晃一 ㈱広橋工務店 木造

住宅建築賞　奨励賞 1 外・〈外〉・《外》 埼玉県 葛川かおる＋鹿田征歳 ああす設計室 葛川義廣 ㈲技拓工房 木造

2 ＫＧ.ｈｏｕｓｅ 神奈川県 清水裕子＋清水貞博＋松崎正寿 ㈲atelierA5建築設計事務所 加賀美長史 ㈲大熊工務店 木造

3 ４３ｂａｓｅ 東京都 三浦慎＋濱野義夫 三浦慎建築設計室 村嶋典子 日南鉄構㈱ S造一部RC造

28 2012年 住宅建築賞 金賞 1 向陽ロッジアハウス 神奈川県 金野千恵 建築設計コンノ 金野和子／金野美和 ㈲工藤工務店 木造 ☆ 塚本由晴

（H24年） 住宅建築賞 1 駒沢公園の家 東京都 今村水紀+篠原勲 miCo. 今村水紀／篠原勲 ㈲伸栄 木造 安藤邦廣

（応募101点） 2 LUZ白金 東京都 川辺直哉 川辺直哉建築設計事務所 根村城太郎 ㈱佐藤秀 鉄筋コンクリート造 トム・ヘネガン

3 ISANA 東京都 西久保毅人 ニコ設計室
ﾊﾞｼｽﾄ ﾆﾃｨｱｷｼｮｰﾙ／
下窪美奈子

山縣建設㈱ 鉄筋コンクリート造＋木造 中谷礼仁

住宅建築賞　奨励賞 1 深沢の家 東京都 森清敏+川村奈津子 ㈱MDS 山本理／山本由布子 渡邊技研㈱ 木造、一部鉄筋コンクリート造 平田晃久

27 2011年 住宅建築賞 1 ルネヴィレッジ成城 東京都 柳澤潤 ㈱コンテンポラリーズ 総合地所㈱ ㈱小川建設 鉄筋コンクリート造

（H23年） 2 ジュッカイエ 東京都 長岡勉＋田中正洋／横尾真 POINT／OUVI 島田光男 ㈲セットアップ 木造

（応募131点） 3 ミンナノイエ 東京都 間田央＋間田真矢 mamm-design 間田央 小川建設㈱ 鉄骨造

4 シナの木と白い家 埼玉県 髙橋真紀＋潮上大輔 髙橋真紀建築設計事務所 髙橋光男 ㈱宍戸工務店 木造

5 SPROUT 埼玉県 峯田建＋恩田恵以 スタジオアーキファーム 山﨑雅之 ㈲藤建設工房 木造、一部鉄骨造

26 2010年 住宅建築賞 金賞 1 Nowhere but Sajima 神奈川県 吉村靖孝 吉村靖孝建築設計事務所 Nowhere resort 平成建設㈱ 鉄筋コンクリート造 ☆ 塚本由晴

（H22年） 1 ホールのある住宅 東京都 能作文徳＋大野博史＋能作幾代 能作建築設計事務所／オーノJAPAN 相馬祥三 広橋工務店 木造 青木　淳

（応募139点） 2 スモールハウスH 群馬県 乾久美子 乾久美子建築設計事務所 エフ・フォー・ユー ㈲安松託建 鉄筋コンクリート造 西沢大良

3 Sg 群馬県 芦澤竜一 芦澤竜一建築設計事務所 富岡國利 ㈲安松託建 鉄筋コンクリート造＋木造 ヨコミゾマコト

4 house T 神奈川県 寳神尚史＋田中美香 日吉坂事務所 田中靖雄 大同工業㈱ 木造

25 2009年 住宅建築賞 金賞 1 柱と床 東京都 福島加津也＋冨永祥子 福島加津也＋冨永祥子建築設計事務所 匿名希望 ㈱前川建設 鉄筋コンクリート造、一部木造

（H21年） 住宅建築賞 1 キチ００１ 東京都 柴田晃宏＋比護結子 ikmo 柴田晃宏＋比護結子 ㈱山崎工務店 木造

（応募145点） 2 カタガラスの家 東京都 武井誠＋鍋島千恵 TNA 居山浩二 まつもとコーポレーション 鉄筋コンクリート造

3 我孫子の住宅Kokage 千葉県 末光弘和＋末光陽子 末光弘和＋末光陽子／SUEP． 山本正彦 小川共立建設㈱ 木造

4 大泉の家 東京都 菊地宏 菊地宏建築設計事務所 米山誠 ミサワホーム東京 木造

住宅建築賞　奨励賞 1 Hi-ROOMS明大前A／線路際の長屋 東京都 若松均 若松均建築設計事務所 京王電鉄㈱ 京王建設㈱ 鉄筋コンクリート組積造

2 HOUSE-R 東京都 池村圭造＋押尾章治 一級建築士事務所ＵＡ 匿名希望 ㈲サトー企画 木造

24 2008年 住宅建築賞 金賞 1 IRONHOUSE 東京都 椎名英三 椎名英三建築設計事務所 梅沢良三 滝澤建設㈱ 鉄骨造、鉄筋コンクリート造 ☆ 小嶋一浩

（H20年） 梅沢良三 梅沢建築構造研究所 ㈱高橋工業 乾久美子

（応募82点） 1 LOVE HOUSE 神奈川県 保坂猛 保坂猛建築都市設計事務所 保坂猛＋保坂恵 ㈱栄港建設 木造 西沢立衛

2 屋内と屋外の家 神奈川県 保坂猛 保坂猛建築都市設計事務所 小島潤一＋小島寛子 ㈲山幸建設 木造、一部鉄筋コンクリート造 藤本壮介

3 弦巻の住宅 東京都 高橋堅 高橋堅建築設計事務所 廣川和敬＋廣川浩子 アートウェッブハウス㈱ 木造

4 にわのある家 神奈川県 近藤哲雄 近藤哲雄建築設計事務所 松本昌一 ㈱前田工務店 木造

23 2007年 住宅建築賞 金賞 1 森のなかの住宅 長野県 長谷川豪 長谷川豪建築設計事務所 界衛 木内工務店 木造

（H19年） 1 タカハギハウス 埼玉県 安宅研太郎 アタカケンタロウ建築計画事務所 浅木眞弓 三澤屋建設 木造

（応募120点） 2 トール 神奈川県 古見演良 プラステイク一級建築士事務所 原正志＋原貴子 関崎工務店 木造

3 輪の家 長野県 武井誠＋鍋島千恵 TNA 片桐雄一郎 新津組 木造

住宅建築賞 奨励賞 1 アクリルの家 山梨県 保坂猛 保坂猛建築都市設計事務所 古屋昇栄 石黒工務店 鉄骨造

22 2006年 住宅建築賞 金賞 1 T ｈｏｕｓｅ 群馬県 藤本壮介 藤本壮介建築設計事務所 田中幸彦 安松託建 木造 ☆ 西沢大良

（H18年） 1 水戸－ｉ 茨城県 添田直輝＋今津修平 一級建築士事務所AE 池田隆行＋池田裕子 ㈱関根工務店 鉄筋コンクリート造＋木造 乾久美子

（応募107点） 2 みちの家 静岡県 柳澤潤 コンテンポラリーズ一級建築士事務所 高橋武子 飯塚工務店 木造一部鉄骨造 小嶋一浩

住宅建築賞 奨励賞 1 松原ハウス 東京都 菊地宏 菊地宏建築設計事務所 石田素弓 月造 既存木造 千葉　学

2 HOUSE SH 東京都 中村拓志＋石下弘 ㈲NAP建築設計事務所 塩山雅之 東山工務店 鉄筋コンクリート造 塚本由晴

21 2005年 住宅建築賞 金賞 1 TEM 東京都 ヨコミゾマコト aat＋ヨコミゾマコト建築設計事務所 向井山達也 ホームビルダー㈱ 鉄筋コンクリート造

（H17年） 1 物｜遠近法 東京都 松畑強 松畑建築事務所 吉澤順 菅原工務店 木造一部鉄骨造

（応募94点） 2 黒水晶の家 神奈川県 伊藤寛 伊藤寛アトリエ 伊藤寛 ㈱渡辺富工務店 鉄筋コンクリート＋木造

3 調布アパートメント 東京都 石黒由紀 ㈲石黒由紀建築設計事務所 石黒善弥 ㈱佐藤秀 混構造(鉄骨＋鉄筋コンクリート)

住宅建築賞 奨励賞
1 上原の家 東京都

加茂紀和子＋曽我部昌史＋
竹内昌義+ﾏﾆｭｴﾙ･ﾀﾙﾃﾞｨｯﾂ

みかんぐみ 匿名希望 深澤工務店 鉄骨造

2 ハウスフォレストリー幸手 埼玉県 井口浩 井口浩フィフス･ワールド･アーキテクツ 鈴木章介　鈴木康之 ㈱大仙 木造

3 茶畑の家 埼玉県 廣部剛司 廣部剛司建築設計室 中込浩一 シグマ建設 壁式木質厚板構造

住宅建築賞 

住宅建築賞 

住宅建築賞 

住宅建築賞 

住宅建築賞 
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東京建築士会主催 / 「住宅建築賞」入賞作品一覧 ☆は審査員長

会期 開催年度 賞 数 作品名 所在地 設計者 設計事務所 建築主 施工者 建築構造 審査員

20 2004年 住宅建築賞 金賞 1 淡路町の家 東京都 小野弘人＋森昌樹＋西尾玲子 西片建築設計事務所 大湯孝寛 平成建設㈱ 鉄骨造 ☆ 青木　淳

（H16年） 大賀成典 大賀建築構造事務所 （一部鉄筋コンクリート造） 岩岡竜夫

（応募107点） 1 あざみ野の一戸建 神奈川県 石黒由紀 ㈲石黒由紀建築設計事務所 萬年里司 和田英一建築㈱ 鉄骨造 西沢大良

2 上中里の集合住宅 東京都 川辺直哉 川辺直哉建築設計事務所 竹内洋一朗 ㈱岩本組 鉄筋コンクリート造＋鉄骨造 マーク・ダイサム

住宅建築賞 奨励賞 1 丘の上の住宅 千葉県 佐藤宏尚 佐藤宏尚建築デザイン事務所 鶴田臣 ㈲モアプラス 木造（一部鉄骨造） 渡辺真理

2 釣川邸 神奈川県 三浦賢弥＋三浦真弓 ㈲ノーチラスアーキテクツ 釣川愛子 ㈱岡村建設 鉄骨造

3 FUN 千葉県 ヨコミゾマコト aat＋ヨコミゾマコト建築設計事務所 向井山達也 山崎工務店 木造＋鉄骨造

19 2003年 住宅建築賞 金賞 1 隅のトンガリ 東京都 石黒由紀 ㈲石黒由紀建築設計事務所 倉井富雄 和田英一建築㈱ 鉄骨造＋RC造

（H15年） 1 M2D＋MA 埼玉県 中辻正明＋中辻雅江 中辻正明・都市建築研究室 松原正明 ㈲丸勝建設 木造軸組構造　ベタ基礎

（応募78点） 2 ロータスアパートメント 東京都 蜂屋景二＋川村則子＋大塚眞吾 ｂｂｒ＋大塚建築構造設計室 加藤祐子 ㈱スリーエフ 鉄骨造

3 茅ヶ崎の家 神奈川県 保坂猛＋西田司 建築設計SPEED STUDIO 加藤勝典 ㈲夜明商会 木造

住宅建築賞 奨励賞 1 東京都 山下保博 アトリエ・天工人 前田茂 ホームビルダー㈲ 鉄骨造

池田昌弘 池田昌弘建築研究所

2 GATHER HOUSE 神奈川県 伊東智 伊東智建築研究所 伊東智　伊東櫻子 ㈱郷建設 木造

3 白い箱の家 東京都 高安重一＋添田直輝 建築研究室高安重一事務所 国吉健一 群峰工業㈱ 木造

18 2002年 住宅建築賞 金賞 1 OH 千葉県 長尾亜子 長尾亜子建築設計事務所 大室俊彦 ㈲アースクリエイト 木造 ☆ 青木　淳

（H14年） 1 チュウクウ 東京都 城戸崎和佐 ㈱城戸崎和佐建築設計事務所 田中繁 まつもとコーポレーション RC壁式構造＋木質系組立構造 小嶋一浩

（応募98点） 2 ｉ邸 東京都 岩岡竜夫 東海大学 岩岡竜夫＋山本かおる 日祥工業㈱ 鉄骨軸組構造 トム・ヘネガン

3 黒の家 東京都 千葉学 東京大学 今野広信 国工務店 重量鉄骨造 西沢立衛

4 A-residence＋studio 東京都 内村綾乃＋高橋邦明 A studio 高橋秀次 ファジィ工業 鉄筋コンクリート造＋鉄骨造 元倉眞琴

住宅建築賞 奨励賞 1 仲池上の住宅 東京都 内海智行 ミリグラムスタジオ 鎌田孝史 ㈱バンナイ 木造在来工法

2 リネア 東京都 山岡嘉彌 ㈱山岡嘉彌デザイン事務所 山岡アキ子 ㈱岩本組 鉄筋コンクリート造

17 2001年 住宅建築賞 金賞 1 諏訪のハウス  長野県 西沢大良 西沢大良建築設計事務所 川上律子 ㈱鈴建 在来木造

（H13年） 1 Z-HOUSE 神奈川県 北山恒 architecture WORKSHOP 細沼岳史 大同工業 鉄骨造＋RC造

（応募76点） 2 ウノキ 東京都 蜂屋景二＋川村則子＋金田勝徳 bbr＋構造計画プラス・ワン 相澤　拡 ㈲深澤工務店 軽量鉄骨造一部RC造

3 アビタ戸祭 栃木県 更田邦彦＋岩岡竜夫＋岩下泰三 更田邦彦建築研究所 更田邦彦 東武建設㈱ 鉄骨造＋木造

住宅建築賞 奨励賞 1 N邸 東京都 椎名英三 ㈱椎名英三建築設計事務所 内藤泰弘 渡邊技研㈱ 木造

2 西田邸  神奈川県 西田司＋保坂猛＋西田勝彦 建築設計SPEED STUDIO 西田勝彦 山幸建設 木造一部RC造

16 2000年 住宅建築賞 金賞 1 ウィークエンドハウス 群馬県 西沢立衛 西沢立衛建築設計事務所 佐藤百合子 ㈱新津組 木パネル構造 ☆ 坂本一成

（H12年） 1 仙川の住宅 東京都 佐藤光彦 佐藤光彦建築設計事務所 木村均＋木村永子 深澤工務店 RC造＋木造 青木　淳

（応募68点） 2 ナチュラルシェルター 東京都 遠藤政樹＋池田昌弘 EDH遠藤設計室＋池田昌弘建築研究所 谷口東一 豊音響技研㈱ 鉄骨造 鈴木　明

3 鎌倉山の家 神奈川県 手塚由比＋手塚貴晴 手塚建築研究所 藤森朝詩 ㈱キクシマ 鉄骨造 妹島和世

4 RIGATO F 千葉県 篠原聡子 ㈱空間研究所 藤井修子 日本国土開発㈱ RC造 難波和彦

住宅建築賞 奨励賞 1 Ｔ平面の家 群馬県 岩岡竜夫 東海大学 竹内盛男 城田興業㈱ 木造

2 ｓ-ｔｕｂｅ 神奈川県 納谷新 納谷建築設計事務所 納谷里子 今野工務店 軽量鉄骨造＋木造

15 1999年 住宅建築賞 金賞 1 ミニ・ハウス 東京都 塚本由晴＋貝島桃代＋梅沢良三 東京工業大学 依田恭司 東京鐡筋コンクリ－ト㈱ S造＋基礎RC造

（H11年） 1 梅ヶ丘の住宅 東京都 佐藤光彦 佐藤光彦建築設計事務所 梅村剛司＋梅村由美 東山工務店 RC造＋S造

（応募69点） 2 House ＋ 八木敦司＋布施靖之 八木敦司建築設計事務所 矢野操＋長谷川英子 飯塚工務店 RC造＋木造＋S造

3 大田のハウス 東京都 西沢大良 西沢大良建築設計事務所 本澤利明 サカイ工務店 S造＋木造

4 あらた 東京都 伊坂重春＋佐藤道子 ㈱伊坂デザイン工房 鴨々川パーキング 白石建設㈱ RC造＋一部S造

審査員特別賞 1 F－HOUSE3 神奈川県 古見演良 千包建築研究所 高橋正彦 た・く・み建築㈱ 木造

14 1997年 住宅建築賞 金賞 1 F－HOUSE 古見演良 千包建築研究所 福田素久 関崎工務店 木造在来工 ☆ 妹島和世

（H9年） 1 箱の家－17［山田邸］ 千葉県 難波和彦 ㈱難波和彦＋界工作舎 山田博文・悦子 小川共立建設 木造 石田敏明

2  回遊式「庭」 住居LOOP A 東京都 郡裕美＋遠藤敏也 ㈱スタジオ宙一級建築士事務所 安部川誠一 岡田建設㈱ 鉄筋コンクリ－ト造 隈　研吾

3 アニ・ハウス 神奈川県 塚本由晴＋貝島桃代 アトリエ・ワン 塚本正彰 東京鐡筋コンクリート㈱ 鉄骨造＋鉄筋コンクリ－ト造 小嶋一浩

4 Lime House 東京都 北山恒 architecture WORKSHOP 金森俊樹・朝子 平成建設㈱ 鉄骨造 内藤　廣

13 1996年 住宅建築賞 1 初台のアパート 東京都 遠藤政樹 EDH遠藤設計室 西田建設 鉄骨造

（H8年） 2 立川のハウス 東京都 西沢大良 西沢大良建築設計事務所 深澤工務店 木造

3 AURA（オーラ） 神奈川県 梅林克＋松本正 エフオービーアソシエイション＋アリミテ 山本建設

4 ハスネ・ワールド・アパートメント 東京都 塚本由晴＋竹内昌義＋貝島桃代 東京工業大学、みかんぐみ、アトリエワン 東京鐵筋コンクリート ＲＣ片持柱，鉄骨ブレース構造

5 上馬の住宅 東京都 佐藤光彦 佐藤光彦建築設計事務所 東山工務店

審査員特別賞 1 木箱210（ツーバイテン） 東京都 葛西潔 葛西潔建築設計事務所 原島建築 Ｗ造

12 1995年 住宅建築賞 1 箱の家－Ⅰ 東京都 難波和彦 界工作舎 西田建設 木造在来工法 ☆ 山本理顕

（H7年） 2 柿の木坂の住宅 東京都 若松均＋奥山信一 デスクファイブ、東京工業大学 河鰭工務店 木造在来工法 入江経一

3 池尻の家（龍雲院） 東京都 米司康＋武松幸治＋シー･ユー･チェン 環境変換装置建築研究所 上島工務店 木造 宇野　求

4 HOUSE IN HOUSE 東京都 北山恒 architecture WORKSHOP 平成建設 ＲＣ薄肉壁床構造＋壁式構造 植田　実

住宅建築賞奨励賞 1 ステラコート湘南台 神奈川県 黒田和司 NEU総合計画事務所 飛島建設 RC造 坂本一成

2 太田邸コンプレックス 東京都 吉松秀樹 アーキプロ 岡庭 RC造 妹島和世

住宅建築賞 

住宅建築賞 

Skin-House Project
No.2 ペンギンハウス

住宅建築賞 

住宅建築賞 

住宅建築賞 

住宅建築賞 

住宅建築賞 
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東京建築士会主催 / 「住宅建築賞」入賞作品一覧 ☆は審査員長

会期 開催年度 賞 数 作品名 所在地 設計者 設計事務所 建築主 施工者 建築構造 審査員

11 1994年 住宅建築賞 金賞 1 森野ハウス 東京都 渡辺康 アルテック建築研究所 岩尾工務店 木造、一部RC造 武田光史

（H6年） 1 HOUSE TM 神奈川県 小嶋一浩 シーラカンス 親松工務店 RC造 内藤　廣

2 前田邸 前田紀貞 前田紀貞アトリエ 元倉眞琴

3 市川邸 神奈川県 原口修 一草・ISSOアトリエ 甲和建設 RC造、W造 八束はじめ

4 ヤクルト本社八王子寮 東京都 秋元敏雄 建築設計工房 古河林業 RC造、S造

10 1993年 住宅建築賞 金賞 1 SUZUKI HOUSE ピーター･ウィルソン＋横畠啓介 ☆ 坂本一成

（H5年） 伊東豊雄

1 小さい木箱 東京都 葛西　潔 葛西潔建築設計事務所 町屋建築工房 木造 入江経一

2 立川の家 東京都 北山恒＋木下道郎＋谷内田章夫 ワークショップ 和田建築 木造、S造 植田　実

3 H（エイチ） 千葉県 青木淳 青木淳建築計画事務所 屋代工務店 RC造＋Ｓ造 武田光史

4 葉山の家 神奈川県 飯田善彦 飯田善彦建築工房 山崎工務店 木造 早川邦彦

9 1992年 住宅建築賞 金賞 1 星龍庵（星野邸） 東京都 元倉眞琴 スタジオ建築計画 西森建設 S造 松永安光

（H4年） 1 Les Celibataires 加茂紀和子 セラヴィ　アソシエイツ 八束はじめ

ビジョンクエスト－4th +マニュエル・タルディッツ 山本理顕

2 Mint House 東京都 今川憲英 テイ・アイ・エス・エンドパートナーズ 伊藤工務店、勝村建設 RC造

3 角地の木箱 東京都 葛西潔 葛西潔建築設計事務所 大原工務 木造

4 SUGAWARA ATELIER 静岡県 山嵜雅雄＋坂茂 坂茂建築設計 石綿建設 木造

審査員特別賞 1 法行燈庵 東京都 海野健三 海建築家工房 海建築家工房 木造

2 富士裾野の山荘 静岡県 石田敏明 石田敏明建築設計事務所 飯塚工務店 S造、木造

8 1991年 住宅建築賞 金賞 1 綱島の家 神奈川県 石田敏明 石田敏明建築設計事務所 東山工務店 S造、木造 ☆ 伊東豊雄

（H3年） 1 冨岡の住宅 神奈川県 武田光史 武田光史建築デザイン事務所 岡松建設 S造、木造 伊藤公文

2 ヴィラージュ24 栃木県 白川直行 白川直行アトリエ 永野工務店 石井和紘

3 MURAMATSU HOUSE 東京都 宇野求 フェイズアソシエイツ 黒川哲郎

4 天辺山の切妻 東京都 石橋利彦 石橋徳川建築設計所 桃山建設 木造 坂本一成

7 1990年 住宅建築賞 特別賞 1 桜台アパート 東京都 菊地清美 シーラカンス 河端建設 ＲＣ薄肉壁床ラーメン構造 長谷川逸子

（H2年） 2 玉川学園の集合住宅 東京都 入江経一 入江一級建築士設計事務 鴻池組、積水ハウス S造、R造 三宅理一

1 シェル・シェルター 千葉県 安山宣之 安山宣之建築設計事務所 タナカホームズ 木造、枠組壁工法 山本理顕

2 木立の中の家 東京都 海野健三 海建築家工房 海建築家工房 木造

3 光のシャワー（池田邸） 東京都 林賢次郎 林賢次郎・建築設計事務所 モジュール技建 RC造

6 1989年 住宅建築賞 1 風の舞う家 海野健三 海建築家工房 ☆ 山下和正

（平成元年） 2 TOP・HOUSE 神奈川県 杉浦伝宗 アーツ＆クラフツ建築研究所 モイス Ｓ造 伊東豊雄

3 喜多見の家 東京都 堀啓二 山本・堀アーキテクツ 森田建設 木造 石井和紘

4 鈴木邸 東京都 諸角敬＋松本剛 諸角敬建築・デザイン研究室、STUDIO A 尾身工務店 RC造、S造 五十嵐敬喜

5 1988年 住宅建築賞 特別賞 1 PLATFORM 千葉県 妹島和世 妹島和世建築設計事務所 八代工務店 RC造、S造 黒川哲郎

（S63年） 住宅建築賞 1 SKIP HOUSE 東京都 杉浦伝宗 アーツ＆クラフツ建築研究所 上田建設 S造 坂本一成

2 LIVING　ALLEY 東京都 荒木正彦 荒木正彦設計事務所 壁式鉄筋コンクリート造 鈴木　恂

3 大森の集合住宅 東京都 大倉達也 大倉建築設計事務所 石原建設 RC造 長谷川逸子

4 湘南台の家 神奈川県 関口直史 丸与地域計画 山本理顕

4 1987年 住宅建築賞 特別賞 1 ASH 新井邸新築工事 埼玉県 岡田裕康 マナ建築設計室 岩本組 木造 ☆ 山下和正

（S62年） 住宅建築賞 1 M邸新築工事 花火を見る家 東京都 海野健三 海建築家工房 足立丈夫

2 安さんの家 東京都 照井信三建築研究所 木造 伊東豊雄

3 テラス寺尾台 吉井信幸 竹中工務店 鈴木　恂

4 HIMONYA GARDENS 東京都 門脇直人 鈴木エドワード建築設計事務所 清水建設 RC造 鈴木博之

3 1986年 住宅建築賞 1 アーバン・バーン 東京都 安山宣之 安山宣之建築設計事務所 山洋木材 木造、枠組壁工法 曽根幸一

（S61年） 2 シャトル・スペース 千葉県 伊佐次徹紀 建築設計事務所プロペラ 豊田建設、最上工業、プロペラ 組積、木造 長谷川逸子

3 カサ・デ・オクト 佐々島宏 計一級建築士事務所 毛綱毅曠

4 茅ヶ崎の家 神奈川県 石田敏明 石田敏明建築設計事務所 東山工務店 木造+RC造 山本理顕

5 アティス吉祥寺 武石哲 積水ハウス

2 1985年 住宅建築賞 1 茅場町の家 東京都 木村武義 ユニバースデザイン建築設計事務所 松本組東京支店 RC造 ☆ 山下和正

（S60年） 2 衾（ひぶすま）の住宅 東京都 渡辺明 渡辺明設計事務所 森川技建 RC造 足立丈夫

3 むらい・かん邸 神奈川県 杉浦伝宗 アーツ＆クラフツ建築研究所 大光建設 S造 鈴木恂

4 東松山の家 埼玉県 田中敏溥 田中敏溥建築設計事務所 横尾建築 木造 鈴木博之

1 1984年 住宅建築賞 1 広井邸 小島嘉重 岩淵太田小島建築設計事務所 曽根幸一

（S59年） 2 岡晴夫邸 東京都 谷口宗彦 工学院大学 日工社工務店 木造 永松繁彦

3 祖師谷の切妻 東京都 石橋利彦・徳川宜子 石橋徳川建築設計所 多田工務店 木造 長谷川逸子

4 品川大井社宅 小林克彦 日本電信電話 村口昌之

5 Ｉ氏のアトリエ 神奈川県 巽順 山田建設 木造 毛綱毅曠

アーキテクテュルビュロー・ボレス＝
ウィルソン ワークスアソシエイツ
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