
第９回ハイスクール国際ジオラマグランプリ 結果

◆会期：2022年3月25日(金)～3月27日(日) ◆会場：ザザシティ浜松西館２階 ◆会場得票数：686票（343人）、WEB得票：652票（326人）

賞 学校名
学科・部活
サークル名

チーム名 作品タイトル
出場
回数

都道府県

グランプリ大賞 岡山理科大学附属高等学校 科学部 科学部 イージス駆逐艦「フィッツジェラルド」と重量物運搬船「トランスシェルフ」 3 岡山県

準グランプリ 静岡県立科学技術高等学校 模型部 模型部 1961 3 静岡県

ベストプレゼンテーション賞 淳心学院高等学校 鉄道研究部 J-RIC 大井川鉄道 南アルプスあぷとライン 奥大井湖上駅 2 兵庫県

審査員 山田卓司賞 共立女子高等学校 地理歴史部 地理歴史部２ 薫風 9 東京都

審査員 ドールハウスＫＩＭＵＲＡ賞 桐蔭学園高等学校 鉄道研究部 桐蔭ペーパージオラマ 雨上がりの代々木 初 神奈川県

審査員 浜松美術館館長賞 香川高等専門学校高松キャンパス 美術部 造形部門 700分の1瀬戸大橋と大和 4 香川県

一般投票１位 静岡県立科学技術高等学校 模型部 模型部 1961 3 静岡県

栃木県立宇都宮高等学校 地理部 宇高地理部 土内鳴店街 7 栃木県

海城高校 中高模型部 スシヅメモデラーズ Operation Flipper　ロンメル暗殺計画―決死の逃走劇ー 10 東京都

共立女子高等学校 地理歴史部 地理歴史部１ 歴史散歩～神保町～ 9 東京都

埼玉県立久喜工業高等学校 模型部 ガレキマスターズ ガレキ戦線 3 埼玉県

埼玉県立久喜工業高等学校 模型部 １年グループ 議事堂 3 埼玉県

埼玉県立新座総合技術高等学校 電子機械科 ひろたかーず 秘密の廃墟 初 埼玉県

島田樟誠高等学校 模型部 ジオラマ製作チーム 春先の悪夢 10 静岡県

星翔高等学校 機械研究部 おきらく 地名トンネル 7 大阪府

清風中学校・高等学校 模型アニメ部 清風学園模型アニメ部模型班 池のある風景 2 大阪府

専修学校クラーク高等学院名古屋校 模型同好会 模型小宅部 スライムの日常 2 愛知県

高輪中学高等学校 模型部 モケイブ２０２２ ARDENNES FRONT 1944（アルデンヌ　フロント　1944） 7 東京都

帝京中学・高等学校 模型部 逆襲の模型部 一年間の最高傑作 4 東京都

名古屋市立工業高等学校 模型同好会 名市工昆虫班 甲虫王者ムシキング 2 愛知県

名古屋市立工業高等学校 模型同好会 名市工ガンプラビルダーズ 三次元の戦い 2 愛知県

総合得点上位 学校名
学科・部活
サークル名

チーム名 作品タイトル
出場
回数

都道府県

1 岡山理科大学附属高等学校 科学部 科学部 イージス駆逐艦「フィッツジェラルド」と重量物運搬船「トランスシェルフ」 3 岡山県

2 静岡県立科学技術高等学校 模型部 模型部 1961 3 静岡県

3 淳心学院高等学校 鉄道研究部 J-RIC 大井川鉄道 南アルプスあぷとライン 奥大井湖上駅 2 兵庫県

4 共立女子高等学校 地理歴史部 地理歴史部２ 薫風 9 東京都

5 香川高等専門学校高松キャンパス 美術部 造形部門 700分の1瀬戸大橋と大和 4 香川県

6 桐蔭学園高等学校 鉄道研究部 桐蔭ペーパージオラマ 雨上がりの代々木 初 神奈川県

7 高輪中学高等学校 模型部 モケイブ２０２２ ARDENNES FRONT 1944（アルデンヌ　フロント　1944） 7 東京都

※共立女子高等学校２チームは、人数制限を超えていたため、総合得点より減点を行いました。

審査員得点上位 学校名
学科・部活
サークル名

チーム名 作品タイトル
出場
回数

都道府県

1 岡山理科大学附属高等学校 科学部 科学部 イージス駆逐艦「フィッツジェラルド」と重量物運搬船「トランスシェルフ」 3 岡山県

2 静岡県立科学技術高等学校 模型部 模型部 1961 3 静岡県

3 淳心学院高等学校 鉄道研究部 J-RIC 大井川鉄道 南アルプスあぷとライン 奥大井湖上駅 2 兵庫県

4 共立女子高等学校 地理歴史部 地理歴史部２ 薫風 9 東京都

5 桐蔭学園高等学校 鉄道研究部 桐蔭ペーパージオラマ 雨上がりの代々木 初 神奈川県

5 星翔高等学校 機械研究部 おきらく 地名トンネル 7 大阪府

7 香川高等専門学校高松キャンパス 美術部 造形部門 700分の1瀬戸大橋と大和 4 香川県

7 埼玉県立久喜工業高等学校 模型部 ガレキマスターズ ガレキ戦線 3 埼玉県

会場得票上位 学校名
学科・部活
サークル名

チーム名 作品タイトル
出場
回数

都道府県

1 静岡県立科学技術高等学校 模型部 模型部 1961 3 静岡県

2 岡山理科大学附属高等学校 科学部 科学部 イージス駆逐艦「フィッツジェラルド」と重量物運搬船「トランスシェルフ」 3 岡山県

3 淳心学院高等学校 鉄道研究部 J-RIC 大井川鉄道 南アルプスあぷとライン 奥大井湖上駅 2 兵庫県

4 共立女子高等学校 地理歴史部 地理歴史部２ 薫風 9 東京都

5 香川高等専門学校高松キャンパス 美術部 造形部門 700分の1瀬戸大橋と大和 4 香川県

6 島田樟誠高等学校 模型部 ジオラマ製作チーム 春先の悪夢 10 静岡県

7 埼玉県立久喜工業高等学校 模型部 ガレキマスターズ ガレキ戦線 3 埼玉県

ＷＥＢ得票上位 学校名
学科・部活
サークル名

チーム名 作品タイトル
出場
回数

都道府県

1 共立女子高等学校 地理歴史部 地理歴史部１ 歴史散歩～神保町～ 9 東京都

2 共立女子高等学校 地理歴史部 地理歴史部２ 薫風 9 東京都

3 岡山理科大学附属高等学校 科学部 科学部 イージス駆逐艦「フィッツジェラルド」と重量物運搬船「トランスシェルフ」 3 岡山県

4 高輪中学高等学校 模型部 モケイブ２０２２ ARDENNES FRONT 1944（アルデンヌ　フロント　1944） 7 東京都

5 淳心学院高等学校 鉄道研究部 J-RIC 大井川鉄道 南アルプスあぷとライン 奥大井湖上駅 2 兵庫県

6 香川高等専門学校高松キャンパス 美術部 造形部門 700分の1瀬戸大橋と大和 4 香川県

7 名古屋市立工業高等学校 模型同好会 名市工昆虫班 甲虫王者ムシキング 2 愛知県

ブロンズ賞（50音順）


