
                                         

平成 30 年 10 月 16 日 

公益社団法人燈光会 

 

 

 

 

灯台 150 周年記念「灯台絵画コンテスト 2018」入賞者決定のお知らせ 

 
 
公益社団法人燈光会では、今年は我が国初の洋式灯台である「観音埼灯台」（神

奈川県横須賀市）が明治元年 11 月１日に起工されてから 150 周年の節目の年で
あることから灯台 150 周年記念「灯台絵画コンテスト 2018」を開催し、「灯台のあ
る風景～現存する明治期灯台・わがまちの灯台～」をテーマに作品を募集しました。
この度、次のとおり各入賞作品を決定しましたので、お知らせします。 

なお、各賞につきましては、当初、海上保安庁長官賞並びに金賞、銀賞及び銅賞

の各賞をお知らせしておりましたが、今年は、灯台 150 周年記念ということで、国

土交通省の協力により、国土交通大臣賞を特別に設けましたので、申し添えます。 

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

 
１ 国土交通大臣賞 
  中 津 凛 香（なかつ りこ） 
  日高町立内原小学校（和歌山県）４年 
 
２ 海上保安庁長官賞 
  浅 田 舞 桜（あさだ まさき） 
  大府市立吉田小学校（愛知県） ２年 
 
３ 金賞 
 (1) 小学生低学年の部 
   原 口 怜 久（はらぐち れく） 
   対馬市立東小学校（長崎県） ３年 
 
 (2) 小学生高学年の部 
   原 口 桂 衣（はらぐち けい） 
   対馬市立東小学校（長崎県） ６年 
 
 (3) 中学生の部 
   濱 中 千 明（はまなか ちあき） 
   田辺市立明洋中学校（和歌山県） ３年 
 
 (4) 高校生の部 
   村 山 凪 沙（むらやま なぎさ） 
   東海大学付属相模高等学校（神奈川県）３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 学年

大藤　榮人 おおとう　えいと 1年 日高町立内原小学校 和歌山県

野崎　健太 のざき　けんた 2年 霧島市立天降川小学校 鹿児島県

渡部　晨禾 わたなべ　あさひ 1年 上尾市立西小学校 埼玉県

福田　隼士 ふくだ　しゅんじ 1年 光市立三井小学校 山口県

細川　陽菜 ほそかわ　ひな 2年 稲沢市立稲沢北小学校 愛知県

松山　海秀 まつやま　かいしゅう 2年 姶良市立松原なぎさ小学校 鹿児島県

門屋　百花 かどや　ももか 3年 周南市立今宿小学校 山口県

細川　美羽 ほそかわ　みう 4年 稲沢市立稲沢北小学校 愛知県

柳田　ひなた やなぎた　ひなた 5年 鹿児島市立吉野小学校 鹿児島県

清水　遥香 しみず　はるか 5年 八幡浜市立神山小学校 愛媛県

西村　陽音 にしむら　はると 5年 鹿児島市立吉野小学校 鹿児島県

渡部　朔矢 わたなべ　さくや 6年 上尾市立西小学校 埼玉県

志水　心那 しみず　ここな 6年 赤穂市立赤穂小学校 兵庫県

山下　嵩太 やました　しゅうた 6年 姶良市立松原なぎさ小学校 鹿児島県

田島　佳歩 たじま　かほ 1年 いすみ市立大原中学校 千葉県

柳　　美恵 やなぎ　みえ 2年 横須賀市立坂本中学校 神奈川県

菊池　郁奈子 きくち　かなこ 3年 釧路市立鳥取中学校 北海道

鈴木　はな すずき　はな 3年 御坊市立御坊中学校 和歌山県

井上　英梨華 いのうえ　えりか 3年 宇和島市立城北中学校 愛媛県

前田　未来 まえだ　みく 3年 宇和島市立城北中学校 愛媛県

以南　祐希 いなみ　ゆうき 3年 対馬市立東部中学校 長崎県

後田　智実 うしろだ　ともみ 1年 広島県立広島皆実高等学校 広島県

井上　　彩 いのうえ　あや 3年 東海大学付属相模高等学校 神奈川県

近藤　亜弥 こんどう　あや 1年 宮城県石巻高等学校 宮城県

小宮　美咲 こみや　みさき 1年 長崎県立上対馬高等学校 長崎県

春元　芽衣 はるもと　めい 2年 広島県立吉田高等学校 広島県

君島　歩美 きみしま　あゆみ 3年 東海大学付属相模高等学校 神奈川県

速見　砂希 はやみ　さき 3年 沼津市立沼津高等学校 静岡県
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国土交通大臣賞 別紙　２

樫野埼灯台

大府市立吉田小学校(愛知県)　２年

金色にひかる野間のとう台
浅田　舞桜 (あさだ まさき)

中津　凛香 (なかつ　りこ)
日高町立内原小学校（和歌山県）　４年

海上保安庁長官賞



日高町立内原小学校(和歌山県)　１年

銀　　賞

　　　霧島市立天降川小学校(鹿児島県)　２年

別紙　２

銀　　賞

灯台に行ったよ
野崎　健太 (のざき　けんた)

小学校低学年の部
金　　賞

イカつりぶねの光と、光柱と、佐賀のとう台
原口　怜久 (はらぐち　れく)

対馬市立東小学校(長崎県)　３年

潮岬灯台へ行ったよ
大藤　榮人 (おおとう　えいと)



のまのとうだい

稲沢市立稲沢北小学校(愛知県)　２年
細川　陽菜(ほそかわ　ひな) 松山　海秀 (まつやま　かいしゅう)

みんなだいすきやくしまとうだい

姶良市立松原なぎさ小学校(鹿児島県)　２年

光市立三井小学校(山口県)　１年

  かぞくりょこうのおもいで（観音埼灯台）

上尾市立西小学校(埼玉県)　１年
渡部　晨禾 (わたなべ　あさひ)

銅　　　賞 銅　　　賞

小学校低学年の部
銅　　　賞 銅　　賞

なかよし恋人灯台
福田　隼士 (ふくだ　しゅんじ)

別紙　２



銅　　賞

私の町の船ととう台
門屋　百花 (かどや　ももか)

周南市立今宿小学校(山口県)　３年



みんなのきずなのかね「のまのとう台」
細川　美羽 (ほそかわ　みう)

稲沢市立稲沢北小学校(愛知県)　４年

   　 船を見守る灯台～大根占港北防波堤灯台～
    柳田　ひなた (やなぎた　ひなた)

鹿児島市立吉野小学校(鹿児島県)　５年

銀　　賞 銀　　賞

小学校高学年の部
金　　賞

 美しい自然の中に建っている紅白の対馬棹埼灯台
 原口　桂衣 (はらぐち　けい)

 対馬市立東小学校(長崎県)　６年

別紙　２



銅　　賞

銅　　賞 銅　　賞

上尾市立西小学校(埼玉県)　６年

別紙　２

灯台から見た風景

小学校高学年の部
銅　　賞

モニュメントから見える灯台
清水　遥香 (しみず　はるか)

八幡浜市立神山小学校(愛媛県)　５年

  薩摩野間岬灯台～いつもありがとう～
西村　陽音 (にしむら　はると)

鹿児島市立吉野小学校(鹿児島県)　５年

観音崎150年の歩み
渡部　朔矢 (わたなべ　さくや) 志水　心那 (しみず　ここな)

赤穂市立赤穂小学校(兵庫県)　６年



山下　嵩太 (やました　しゅうた)
姶良市立松原なぎさ小学校(鹿児島県)　６年

夕焼けと屋久島灯台

銅　　賞



銀　　賞 銀　　賞

柳　美恵 (やなぎ　みえ)
横須賀市立坂本中学校(神奈川県)　２年

花と海を上から見守る灯台
田島　佳歩 (たじま　かほ)

いすみ市立大原中学校(千葉県)　１年

伊良湖岬灯台

中学生の部
金　　賞

天神崎の灯り
濱中　千明 (はまなか　ちあき)　

田辺市立明洋中学校(和歌山県)　３年

別紙　２



銅　　賞

　　坂下津（さかしず）の赤い灯台
井上　英梨華 (いのうえ　えりか)

宇和島市立城北中学校(愛媛県)　３年

足摺岬の灯台
前田　未来 (まえだ　みく)

宇和島市立城北中学校(愛媛県)　３年

釧路市立鳥取中学校(北海道)　３年

安乘埼灯台
鈴木　はな (すずき　はな)

御坊市立御坊中学校(和歌山県)　３年

銅　　賞

中学生の部
銅　　賞 銅　　賞

真夜中の灯台
菊池　郁奈子 (きくち　かなこ)

別紙　２



銅　　賞

丘の上の灯
以南　祐希(いなみ　ゆうき)

対馬市立東部中学校(長崎県)　３年



銀賞

別紙　２

　　　東海大学付属相模高等学校(神奈川県)　３年

東海大学付属相模高等学校(神奈川県)　３年

江田島・中ノ瀬灯標
後田　智実 (うしろだ　ともみ)

広島県立広島皆実高等学校(広島県)　１年

小さな海の守り主
井上　彩 (いのうえ　あや)

高校生の部
金　　賞

橙色と姫島灯台
村山　凪沙 (むらやま　なぎさ)

銀　　賞



日御碕灯台と入道雲
春元　芽衣 (はるもと　めい)

広島県立吉田高等学校(広島県)　２年

横浜の赤灯台
君島　歩美 (きみしま　あゆみ)

東海大学付属相模高等学校(神奈川県)　３年

日本最北西の地
小宮　美咲 (こみや　みさき)

長崎県立上対馬高等学校(長崎県)　１年

銅　　賞 銅　　賞

宮城県石巻高等学校(宮城県)　１年

高校生の部
銅　　賞銅　　賞

大須埼灯台
近藤　亜弥 (こんどう　あや)

別紙　２



銅　　賞

そびえ立つ爪木埼灯台
速見　砂希 (はやみ　さき)

沼津市立沼津高等学校(静岡県)　３年
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