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公益社団法人燈光会 

 

 

 

 

「灯台絵画コンテスト2019」入賞者決定のお知らせ 
 
 

公益社団法人燈光会では、151周年灯台記念日※行事の一環とし て、灯台のある風景を

描くことにより航路標識に親しみをもち、興味を深め ていただくことで航路標識に関す

る周知広報に努め、海上交通の安全意識を 高めていただくことを目的としました「灯台

絵画コンテスト2019 ～灯台のある風景～」をテーマに作品を募集し、この度、次のとお

り各入賞者を決定しましたので、お知らせします。 

                       （※ 毎年11月１日は、灯台記念日です。） 

 

１ 国土交通大臣賞 

  曽根 千尋（そね ちひろ）     国分寺市立第七小学校（東京都）    ２年 

 

２ 海上保安庁長官賞 

  佐藤 花綾（さとう かりん）    佐世保市立日宇中学校（長崎県）    ２年 

 

３ 燈光会会長賞 

  原口 怜久（はらぐち れく）    大村市立竹松小学校（長崎県）     ４年 

 

４ 金賞 

 (1) 小学生低学年の部 

   松山 海秀（まつやま かいしゅう） 姶良市立松原なぎさ小学校（鹿児島県） ３年 

 

 (2) 小学生高学年の部 

   光平 七海（みつひら ななみ）   国分寺市立第四小学校（東京都）    ６年 

 

 (3) 中学生の部 

   井上 鈴菜（いのうえ すずな）       姶良市立帖佐中学校（鹿児島県）   ２年 

    

４ 銀賞及び銅賞 

  それぞれ別紙１のとおり 

 

５ 入賞作品 

  それぞれ別紙２のとおり 

【問合せ先】 

 公益社団法人燈光会 

  総務部長 石田 哲生 

  電話 03-3501-1054 



部門 受賞 氏　名 ふりがな 性別 学年

銀賞 磯　岳斗 いそ　がくと 男 2年 いわき市立赤井小学校 福 島 県

銀賞 堀井　春希 ほりい　はるき 男 3年 伊勢市立修道小学校 三 重 県

銅賞 赤木　環 あかぎ　たまき 女 2年 西宮市立甲子園浜小学校 兵 庫 県

銅賞 中津　遥 なかつ　はる 女 2年 日高町立内原小学校 和歌山県

銅賞 福田　隼士 ふくだ　しゅんじ 男 2年 光市立三井小学校 山 口 県

銅賞 大場　柑太 おおば　かんた 男 1年 いわき市立豊間小学校 福 島 県

銅賞 幡野　陽咲 はたの　ひさき 女 2年 いわき市立赤井小学校 福 島 県

銀賞 わかまつ　かん わかまつ　かん 男 6年 対馬市立厳原小学校 長 崎 県

銀賞 柳　明佳 やなぎ　めいか 女 6年 徳之島町立亀津小学校 鹿児島県

銅賞 山澤　郁月 やまざわ　かづき 男 5年 岡山市立御休小学校 岡 山 県

銅賞 尾崎　月灯 おざき　つきひ 女 6年 美浜町立松原小学校 和歌山県

銅賞 牧野　文香 まきの　あやか 女 5年 岐阜市立網代小学校 岐 阜 県

銅賞 二宮　奈津樹 にのみや　なつき 女 6年 八幡浜市立神山小学校 愛 媛 県

銅賞 林　咲葵 はやし　さき 女 6年 菊池市立泗水小学校 熊 本 県

銀賞 岡橋　碧 おかはし　あおい 女 2年 小平市立小平第二中学校 東 京 都

銀賞 野村　和志 のむら　かずし 男 2年 御坊市立河南中学校 和歌山県

銅賞 海野　輝星 うんの　こうせい 男 3年 いわき市立小川中学校 福 島 県

銅賞 古田　あい ふるた　あい 女 3年 小郡市立大原中学校 福 岡 県

銅賞 家村　蒼威 いえむら　あおい 男 1年 姶良市立帖佐中学校 鹿児島県

銅賞 野中　心乃 のなか　ここの 女 2年 大阪市立東我孫子中学校 大 阪 府

銅賞 山下　嵩太 やました　しゅうた 男 1年 姶良市立帖佐中学校 鹿児島県

灯台絵画コンテスト２０１９　銀賞・銅賞者一覧

別紙　１

小/高

中学

学　校　名

小/低



　　　 国土交通大臣賞 　　　海上保安庁長官賞

    夕やけの野間灯台     潮騒
国分寺市立第七小学校 (東京都)   2年 佐世保市立日宇中学校 (長崎県)   2年
曽根　千尋 (そね　ちひろ) 佐藤　花綾 (さとう　かりん)

　　　燈光会会長賞

    即位をお祝いする伊王島灯台
大村市立竹松小学校 (長崎県)   4年
原口　怜久 (はらぐち　れく)

別紙　２



小学生低学年の部

金賞

    錦江湾を見守る灯台
姶良市立松原なぎさ小学校 (鹿児島県)   3年
松山　海秀 (まつやま　かいしゅう)

銀賞 銀賞

    120周年のとよまのとうだい     あのりのとうだいにきたよ
いわき市立赤井小学校 (福島県)   2年 伊勢市立修道小学校 (三重県)   3年

磯　岳斗 (いそ　がくと) 堀井　春希 (ほりい　はるき)



小学生低学年の部

銅賞 銅賞

    潮岬灯台     日ノ御埼灯台
西宮市立甲子園浜小学校 (兵庫県)   2年 日高町立内原小学校 (和歌山県)   2年
赤木　環 (あかぎ　たまき) 中津　遥 (なかつ　はる)

銅賞 銅賞

    船から灯台見ちゃったよ!!!     灯台アイランド
光市立三井小学校 (山口県)   2年 いわき市立豊間小学校 (福島県)   1年
福田　隼士 (ふくだ　しゅんじ) 大場　柑太 (おおば　かんた)



小学生低学年の部

銅賞

    塩屋埼灯台まであとすこし！
いわき市立赤井小学校 (福島県)   2年
幡野　陽咲 (はたの　ひさき)



小学生高学年の部

金賞

    夜の塩屋岬
国分寺市立第四小学校 (東京都)   6年
光平　七海 (みつひら　ななみ)

銀賞 銀賞

    対馬の自然と芋埼灯台     闘牛と灯台
対馬市立厳原小学校 (長崎県)   6年 徳之島町立亀津小学校 (鹿児島県)   6年

わかまつ　かん (わかまつ　かん) 柳　明佳 (やなぎ　めいか)



小学生高学年の部

銅賞 銅賞

    海を照らす赤い灯台     おじいさんの思い出の灯台
岡山市立御休小学校 (岡山県)   5年 美浜町立松原小学校 (和歌山県)   6年
山澤　郁月 (やまざわ　かづき) 尾崎　月灯 (おざき　つきひ)

銅賞 銅賞

    平安名埼灯台と背くらべ     虹と灯台
岐阜市立網代小学校 (岐阜県)   5年 八幡浜市立神山小学校 (愛媛県)   6年
牧野　文香 (まきの　あやか) 二宮　奈津樹 (にのみや　なつき)



小学生高学年の部

銅賞

    灯台と月明り
菊池市立泗水小学校 (熊本県)   6年
林　咲葵 (はやし　さき)



中学生の部

金賞

    夏・角島灯台
姶良市立帖佐中学校 (鹿児島県)   2年
井上　鈴菜 (いのうえ　すずな)

銀賞 銀賞

    赤く灯るせとしるべ     大王崎の灯台
小平市立小平第二中学校 (東京都)   2年 御坊市立河南中学校 (和歌山県)   2年

岡橋　碧 (おかはし　あおい) 野村　和志 (のむら　かずし)



中学生の部

銅賞 銅賞

    海を照らす灯台     灯台のある夏の景色
いわき市立小川中学校 (福島県)   3年 小郡市立大原中学校 (福岡県)   3年
海野　輝星 (うんの　こうせい) 古田　あい (ふるた　あい)

銅賞 銅賞

    朝の灯台     とうだい
姶良市立帖佐中学校 (鹿児島県)   1年 大阪市立東我孫子中学校 (大阪府)   2年
家村　蒼威 (いえむら　あおい) 野中　心乃 (のなか　ここの)



中学生の部

銅賞

    希望の光に照らされる都井岬灯台
姶良市立帖佐中学校 (鹿児島県)   1年
山下　嵩太 (やました　しゅうた)
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