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この件に関する問い合わせ先

CG-ARTS　文化事業部　TEL 03-3535-3501 FAX 03-3562-4840　www.cgarts.or.jp/scg/contact/

プレスリリース 2017年1月27日

第22回学生CGコンテスト 受賞作品展・表彰イベント開催！
Campus Genius Meeting

1995年に始まった「学生CGコンテスト」は、時代とともに新しいメディアやテクノロジーを使った表現
分野を取り入れ、現在ではCGのみならず多様な表現の登竜門になっています。

学生CGコンテストの受賞作品は、ベルリン国際映画祭やアルスエレクトロニカ、文化庁メディア芸術祭など、
国内外の有力なフェスティバルでも高く評価され、歴代受賞者の多くが、アート、デザイン、エンターテイン
メントなど、社会の様々なクリエイティブの第一線で活躍しています。

22回目を迎える今回は、2月24日（金）に受賞者と審査員・評価員が一同に会し、クリエイティブの未来を
語り合うトークイベントと表彰式が行われ、25日（土）、26日（日）には受賞作品の展示、上映、トークが行
われます。

受賞者等の作家性を深く紹介し、彼らの才能を社会につなげていくために、受賞作品やノミネート作品の
上映や展示に加え、作者によるトーク、審査員・評価員とのディスカッションなどを行い、作家達との交流機
会を生みだします。ぜひ、若い世代の新たな才能を見つけにいらしてください。

■会期：2017年2月24日（金）～26日（日） 【入場無料】

■スケジュール：
　2月24日（金）
　10：00―20：30　展示・上映
　16：30―17：20　表彰イベント「アート部門トーク」
　17：30―18：20　表彰イベント
　　　　　　　　　「エンターテインメント部門トーク」
　18：30―19：15　表彰式
　19：20―20：30　表彰パーティ
　21：00　終了
　2月25日（土）
　10：00―17：00　展示・上映
　13：00―14：00　ゲーム＆インタラクティブトーク
　14：15―15：15　アニメーション＆映像トーク
　15：30―16：30　アートトーク
　2月26日（日）
　10：00―16：00　展示・上映

■会場：
　日本科学未来館 1F コミュニケーションロビー
　東京都江東区青海2-3-6　http://www.miraikan.jst.go.jp/guide/route/

■イベント参加申込：
　以下の公式HPをご覧いただき、申込フォームからお申込下さい。
　http://campusgenius.jp

主催：CG-ARTS（公益財団法人 画像情報教育振興協会）
特別協力：キヤノンマーケティングジャパン株式会社
協力：KLab株式会社、京楽ピクチャーズ.株式会社、株式会社コロプラ、日本科学未来館、株式会社ワコム

第22回学生CGコンテスト

詳細は公式HPを御覧ください▶ http://campusgenius.jp
Ustream配信あり▶ http://www.ustream.tv/channel/dep-art-ure/

「第22回学生CGコンテスト」の受賞作品と受賞者を紹介するイベント
「Campus Genius Meeting」を、2017年2月24日（金）～26日（日）の3日間、
日本科学未来館（東京都江東区）にて開催いたします。
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第22回学生CGコンテスト  表彰イベント
トーク「受賞作品にみる創造の可能性」

2月24日（金）、審査員・評価員によるアート部門トーク、エンターテインメント部門トークを開催します。
アート、エンターテインメントのそれぞれの観点から評価を振り返り、若きクリエイティビティに何を求
めるか、またこれからのクリエイティビティの方向性と発展の可能性等について語ります。

2日目の2月25日（土）には、ゲーム＆インタラクティブトーク、アニメーション＆映像トーク、アート部門
トークを実施します。受賞者と審査員・評価員がトークに参加し、クリエイティブの未来を語り合います。

16：30―17：20　アート部門トーク

寺井 弘典
クリエイティブディレク
ター／P.I.C.S.／多摩
美術大学特任教授

久納 鏡子
アーティスト

水江 未来
アニメーション作家

土居 伸彰
アニメーション研究・
評論
モデレーター

萩原 俊矢
ウェブ・デザイナー

藤木 淳
メディアアーティスト・
表現研究

馬 定延（マ・ジョンヨン）
メディアアート研究・
批評

審査員 評価員

17：30―18：20　エンターテインメント部門トーク

塩田 周三
プロデューサー／
ポリゴン・ピクチュアズ

松山 洋
ゲームクリエイター／
サイバーコネクトツー

水崎 淳平
アニメーションディレク
ター／神風動画

谷口 充大
ディレクター／テトラ
モデレーター

角田 亮二
ディレクター／コロプラ

堀口 広太郎
プロデューサー／
グラフィニカ

柳 太漢
インタラクティブディ
レクター／博報堂アイ・
スタジオ

評価員審査員

登壇者（予定）

登壇者（予定）
13：00―14：00　ゲーム＆インタラクティブトーク

評価員

角田 亮二
ディレクター／
コロプラ

萩原 俊矢
ウェブ・デザイナー

藤木 淳
メディアアーティス
ト・表現研究

柳 太漢
インタラクティブ
ディレクター／博報
堂アイ・スタジオ

14：15―15：15　アニメーション＆映像トーク
審査員 評価員

寺井 弘典
クリエイティブディレ
クター／P.I.C.S.／多
摩美術大学特任教授

水江 未来
アニメーション作家

谷口 充大
ディレクター／テトラ

堀口 広太郎
プロデューサー／
グラフィニカ

15：30―16：30　アートトーク
審査員 評価員

久納 鏡子
アーティスト

土居 伸彰
アニメーション研究・
評論

藤木 淳
メディアアーティス
ト・表現研究

馬 定延
（マ・ジョンヨン）
メディアアート研究・
批評

出演受賞者につきましては、決まり次第公式HPにてお知らせいたします。

審査員・評価員のプロフィールは下記URLをご覧下さい。
http://campusgenius.jp/2016/profile/

2 24
FRI

2 25
SAT
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アート部門

『あたまの中で眠る／病室からの景色』
パフォーマンス

平本 瑞季
東京藝術大学大学院

CAMPUS GENIUS AWARD PLATINUM（最優秀賞）

CAMPUS GENIUS AWARD GOLD（優秀賞）

■展示・上映作品（予定）※下記作品の展示に加えて、受賞・ノミネート作品の上映等を予定しています。

『まゆみ』
アニメーション

谷口 ちなみ
東京藝術大学大学院

『ミヨの半生』
アニメーション

関口 和希
東京藝術大学大学院

『丈の低い木の丈は低い』
インスタレーション

小林 椋
多摩美術大学大学院

CAMPUS GENIUS AWARD SILVER（審査員賞）

『quantum gastronomy』
インタラクティブアート

持田 寛太
多摩美術大学

『ブレイクタイム No.3』
パフォーマンス

玉木 晶子
東京藝術大学大学院

『物語たちへ』
アニメーション

山中 澪
東京藝術大学大学院

CAMPUS GENIUS AWARD BRONZE（評価員賞）

『lapsed Cam Union』
ガジェット

平尾 修悟
関西大学大学院

『あなたに寄り添う。
 暮らしに寄り添う。』
その他

佐俣 和木
多摩美術大学

『心悸の均衡』
映像

高橋 良太
東北芸術工科大学

『日本を思索する』
その他

島影 圭佑
情報科学芸術大学院大学
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エンターテインメント部門

『FEED』
アニメーション

岡崎 恵理
多摩美術大学

CAMPUS GENIUS AWARD PLATINUM（最優秀賞）

CAMPUS GENIUS AWARD GOLD（優秀賞）

■展示・上映作品（予定）※下記作品の展示に加えて、受賞・ノミネート作品の上映等を予定しています。

『oldman youngman』
アニメーション

加賀 遼也
多摩美術大学

『Project Stinger』
ゲーム

大東 優介（ほか6名）
ECCコンピュータ専門学校

『蒼い蒼穹』
映像

長岡 有紀（ほか8名）
京都精華大学

CAMPUS GENIUS AWARD SILVER（審査員賞）

『Optical Marionette』
その他

石井 晃/鈴木 一平
筑波大学大学院

『The Glockens』
ガジェット

野本 かもめ/小野 龍一/
金子 和正
東京藝術大学大学院

『Trail』
ゲーム

吉信 宏輝（ほか5名）
HAL大阪

CAMPUS GENIUS AWARD BRONZE（評価員賞）

『Awe』
映像

祭田 俊作
多摩美術大学

『DOT BIT BEAT』
映像

山下 諒（ほか6名）
東京造形大学

『だいじょうぶ。』
アニメーション

石井 章詠（ほか6名）
京都精華大学

『真夜中サーカステント』
アニメーション

岡本 茜（ほか3名）
尚美学園大学
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■展示・上映作品（予定）※下記作品の展示に加えて、受賞・ノミネート作品の上映等を予定しています。

KLab賞

『TICK TACK CHEVY』
ゲーム

會田 尚規（ほか7名）
東京工科大学

Wacom Intuos Pro賞

『怪獣風呂』
アニメーション

橋爪 伸弥
多摩美術大学大学院

コロプラ賞

『すごラジ』
ガジェット

堀 雅晴/濱﨑 瑞樹
岐阜県立岐阜総合学園高等学校

京楽ピクチャーズ.賞

『あたしだけをみて』
アニメーション

見里 朝希
武蔵野美術大学

未来館賞

『失禁体験装置』
ガジェット

失禁研究会/亀岡 嵩幸
電気通信大学

ナレッジ賞

『BeFlow』
ゲーム
伊藤 将平（ほか5名）
HAL大阪

『laminate』
パフォーマンス
金井 啓太/樋浦 瞳
筑波大学

『memories』
アニメーション
荻野 佑一朗/AT1の愉快な仲間たち
トライデントコンピュータ専門学校

『Stand up the Earth』
ゲーム
石川 陽一
HAL名古屋

『WAKER』
アニメーション
山田 涼（ほか3名）
日本工学院専門学校

『金沢駅「鼓門」プロジェクションマッピング
 “KANAZAWA TSUKIMI GATE2015” 
 ～ Flowing Kanazawa ～』
その他
山内 暢人（ほか5名）
金沢工業大学

『スケT』
ガジェット
鈴木 郁哉（ほか3名）
岐阜県立岐阜総合学園高等学校

『漬け物コレクション』
ゲーム
大木 愛美（ほか5名）
神奈川工科大学

■受賞者には、第22回学生CGコンテスト  特別協賛企業  キヤノンマーケティングジャパン株式会社より、下記賞品が授与されます。
CAMPUS GENIUS AWARD PLATINUM 最優秀賞 デジタル一眼レフカメラ EOS 80D・EF-S18-55 IS STM レンズキット
CAMPUS GENIUS AWARD GOLD 優秀賞 デジタル一眼レフカメラ EOS M10・EF-M15-45 IS STM レンズキット
CAMPUS GENIUS AWARD SILVER 審査員賞 デジタルビデオカメラ iVIS HF R700

パートナー賞
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 1. 『a friend in the memories』  野村 結
 2. 『A/D Clock』  綿貫 岳海
 3. 『Awe』  祭田 俊作
 4. 『BeFlow』  伊藤 将平
 5. 『Controller of Controller』  でんすけ28号
 6. 『Crossing Tokyo』  宮脇 巧真 
 7. 『DOT BIT BEAT』  山下 諒
 8. 『EscapeVR』  岡本 直樹 
 9. 『FEED』  岡崎 恵理
 10. 『LastOne』  宮本 崇弘
 11. 『memories』  荻野 佑一朗
 12. 『NouNen feat.utae』  冠木 佐和子
 13. 『OILMAN』  高橋 亮太
 14. 『oldman youngman』  加賀 遼也
 15. 『Optical Marionette』  石井 晃
 16. 『Project Stinger』  大東 優介（ほか6名）
 17. 『RADIO WAVE』  宮嶋 龍太郎
 18. 『RED FOREST』  オウイコン
 19. 『Runner』  梁川 航大
 20. 『The Glockens』  野本 かもめ
 21. 『TICK TACK CHEVY』  會田 尚規（ほか7名）
 22. 『Trail』  吉信 宏輝
 23. 『WAKER』  山田 涼
 24. 『愛のかかと』  円香
 25. 『愛をこめて』  水谷 汐里
 26. 『蒼い蒼穹』  長岡 有紀
 27. 『灯り屋』  新垣 玲実
 28. 『アクセ手』  鷲尾 怜
 29. 『あたしだけをみて』  見里 朝希
 30. 『おばけはなかなか眠れない』  山口 新平
 31. 『おひさま』  清水/翔太
 32. 『怪獣風呂』  橋爪 伸弥
 33. 『金沢駅「鼓門」プロジェクションマッピング
  “KANAZAWA TSUKIMI GATE2015” ～ 
  Flowing Kanazawa ～』  山内 暢人
 34. 『カニマン』  やまだ みのり
 35. 『群青』  内藤 遥一郎
 36. 『失禁体験装置』  失禁研究会/亀岡 嵩幸
 37. 『指紋のレコード』  池田 昂平
 38. 『スケT』  鈴木 郁哉
 39. 『すごラジ』  堀 雅晴/濱﨑 瑞樹
 40. 『だいじょうぶ。』  石井 章詠 
 41. 『だるころ』  中津川 敦
 42. 『漬け物コレクション』  大木 愛美
 43. 『生首談義』  谷 耀介
 44. 『真夜中サーカステント』  岡本 茜
 45. 『ミヨの半生』  関口 和希
 46. 『悪いゆめ』  先崎 大朗

 1. 『『どこかの日常』４人のスピーカーと
  オペレーターのための』  大久保 雅基
 2. 『Barbarolla』  田中 豊
 3. 『Cloning and Cannibalism』  尾高 陽太
 4. 『FEED』  岡崎 恵理 
 5. 『floatio』  油井 俊哉
 6. 『laminate』  金井 啓太
 7. 『lapsed Cam Union』  平尾 修悟
 8. 『NxPC.LIVE 360°』  佐野 和哉
 9. 『Optical Marionette』  石井 晃
 10. 『quantum gastronomy』  持田 寛太
 11. 『RADIO WAVE』  宮嶋 龍太郎
 12. 『RULERS』  油原 和記
 13. 『SoundMappingOfCities』  三上 航平
 14. 『Stand up the Earth』  石川 陽一
 15. 『System 04:tension』  ひつじ
 16. 『The Glockens』  野本 かもめ
 17. 『Ubiquitous』  石川 達哉
 18. 『あたしだけをみて』  見里 朝希
 19. 『あなたに寄り添う。暮らしに寄り添う。』  佐俣 和木
 20. 『意識しても出来ない事があるなら、
  意識しなくても出来る事がある。』  森田 貴之
 21. 『同じ空を見上げる』  河野 元
 22. 『おもかげたゆた』  大寳 ひとみ
 23. 『交差点ですれ違う人々の顔を３秒も覚えていない』
  平山 夏帆
 24. 『失禁体験装置』  失禁研究会/亀岡 嵩幸
 25. 『心悸の均衡』  高橋 良太
 26. 『スケT』  鈴木 郁哉
 27. 『すごラジ』  堀 雅晴/濱﨑 瑞樹
 28. 『すべてはよその声』  鹿野 洋平
 29. 『丈の低い木の丈は低い』  小林 椋
 30. 『手のなる方へ』  薄羽 涼彌
 31. 『電車の音が、デデンデデンと聞こえる。』  若狭 洋佑
 32. 『隣の席の少年』  木村 優作
 33. 『日本を思索する』  島影 圭佑
 34. 『あたまの中で眠る／病室からの景色』  平本 瑞季
 35. 『ブレイクタイム No.3』  玉木 晶子
 36. 『マージナルマンのトーソー』  川北 玲
 37. 『まゆみ』  谷口 ちなみ
 38. 『未//明』  濱口 一成 
 39. 『ミヨの半生』  関口 和希
 40. 『物語たちへ』  山中 澪
 41. 『やけどとほし』  三上 あいこ
 42. 『夜を飛ぶ』  さとう ゆか
 43. 『ラジオごっこ』  寺澤 佑那 
 44. 『私には未来がある』  大内 りえ子

■ノミネート作品一覧　※全受賞作品のリストは公式HPを御覧ください。

アート部門 エンターテインメント部門
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