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「灯台絵画コンテスト２０２１」入賞者決定のお知らせ 
 
 

公益社団法人燈光会では、１５３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２０２１ ～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。） 

 

Ⅰ 入賞者 

１ 国土交通大臣賞 

 山口 優那（やまぐち ゆうな） 中種子町立油久小学校（鹿児島県） ３年 

２ 海上保安庁長官賞 

 矢部 あめり（やべ あめり） 東大和市立第一小学校（東京都） ６年 

３ 燈光会会長賞 

 𠮷原 諒汰朗（よしはら りょうたろう） 姶良市立帖佐中学校（鹿児島県） ３年 

４ 金賞 

（1）小学生低学年の部   

 赤木 瑞（あかぎ みずき） 西宮市立甲子園浜小学校（兵庫県） ２年 

（2）小学生高学年の部   

 二宮 慎（にのみや まこと） 八幡浜市立神山小学校（愛媛県） ６年 

（3）中学生の部   

 本田 昊太朗（ほんだ こうたろう） 大阪市立東我孫子中学校（大阪府） ３年 

５ 銀賞及び銅賞 

 それぞれ別紙１のとおり   

Ⅱ 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 三宅 真二 
電    話: 03-3501-1054 

Eメール：soumu1@tokokai.org 



別紙　１

氏　名 ふりがな 学年

小学生低学年の部

大場　柑太 おおば　かんた ３年 いわき市立豊間小学校 福島県

青木　勇麻 あおき　ゆうま ３年 徳島市立国府小学校 徳島県

重松　杏理 しげまつ　あんり ３年 福岡市立春吉小学校 福岡県

小田　葉喜 おだ　ようき ３年 福岡市立那珂南小学校 福岡県

南　日和 みなみ　ひより １年 日高町立内原小学校 和歌山県

渡海　凪 とかい　なぎ ３年 対馬市立厳原小学校 長崎県

平井　健喜 ひらい　けんき ３年 名古屋市立東桜小学校 愛知県

小学生高学年の部

野崎　健太 のざき　けんた ５年 霧島市立天降川小学校 鹿児島県

湊﨑　太一 みなとざき　たいち ５年 吹田市立吹田東小学校 大阪府

浅野　心音 あさの　ここね ５年 名古屋市立西山小学校 愛知県

瀧田　安雛 たきだ　あんじゅ ４年 新居浜市立大生院小学校 愛媛県

原口　怜久 はらぐち　れく ６年 大村市立竹松小学校 長崎県

宮野　亜実 みやの　あみ ６年 津山市立秀実小学校 岡山県

中村　菫 なかむら　すみれ ６年 庄内町立余目第二小学校 山形県

中学生の部

城戸　茜音 きど　あかね １年 福岡市立照葉小中学校 福岡県

太幡　縁 たばた　ゆかり ３年 名古屋市立桜山中学校 愛知県

西野　若葉 にしの　わかば ３年 佐世保市立日宇中学校 長崎県

酒井　玲颯 さかい　れいさ ２年 長崎市立琴海中学校 長崎県

髙田　莉羅 たかだ　りら ２年 むつ市立田名部中学校 青森県

森山　楓太 もりやま　ふうた １年 姶良市立帖佐中学校 鹿児島県

西島　一樹 にしじま　かずき ２年 利尻富士町立鴛泊中学校 北海道

灯台絵画コンテスト２０２１　銀賞・銅賞　受賞者一覧

学　校　名受 賞

銅 賞

銀 賞

銅 賞

銀 賞

銅 賞

銀 賞



灯台絵画コンテスト2021　入賞作品

別紙　２

　　　　　 国土交通大臣賞

順位は暫定

    みんなで行った たねがしまとうだい
3中307 中種子町立油久小学校 (鹿児島県)   3年 2小高184

山口　優那 (やまぐち　ゆうな)

　　　海上保安庁長官賞 　　　　　 燈光会会長賞

    大空に世界の平和を願う灯台     雲の灯台
東大和市立第一小学校 (東京都)   6年 姶良市立帖佐中学校 (鹿児島県)   3年
矢部　あめり (やべ　あめり) 𠮷原　諒汰朗 (よしはら　りょうたろう)

1小低271



小学生低学年の部

金賞

1小低051     福島県　塩屋埼灯台
西宮市立甲子園浜小学校 (兵庫県)   2年
赤木　瑞 (あかぎ　みずき)

銀賞 1 銀賞 2

    灯台     いつも見守ってくれてる蒲生田岬灯台
いわき市立豊間小学校 (福島県)   3年 徳島市立国府小学校 (徳島県)   3年

大場　柑太 (おおば　かんた) 青木　勇麻 (あおき　ゆうま)
1小低136 1小低026



小学生低学年の部

銅賞 1 銅賞 2

    朝と夜の灯台     鳥も集まれ！出雲ひのみさき灯台
福岡市立春吉小学校 (福岡県)   3年 福岡市立那珂南小学校 (福岡県)   3年
重松　杏理 (しげまつ　あんり) 小田　葉喜 (おだ　ようき)

1小低011 1小低024

銅賞 2 銅賞 4

    おうしまのかしのざきとうだい     家族で行った豆酘埼灯台
日高町立内原小学校 (和歌山県)   1年 対馬市立厳原小学校 (長崎県)   3年
南　日和 (みなみ　ひより) 渡海　凪 (とかい　なぎ)

1小低049 1小低264



小学生低学年の部

銅賞 5

名古屋市立東桜小学校 (愛知県)   3年
平井　健喜 (ひらい　けんき)

1小低127

近くで見ると大きいな！灯台



小学生高学年の部

金賞

2小高038
    夏の灯台
八幡浜市立神山小学校 (愛媛県)   6年
二宮　慎 (にのみや　まこと)

1 2
銀賞 銀賞

    錦江湾の赤い灯台     今も輝く旧堺燈台
霧島市立天降川小学校 (鹿児島県)   5年 吹田市立吹田東小学校 (大阪府)   5年
野崎　健太 (のざき　けんた) 湊﨑　太一 (みなとざき　たいち)



小学生高学年の部

銅賞 1 銅賞 2

    カモメが舞う     寒雨に負けぬ赤灯台
名古屋市立西山小学校 (愛知県)   5年 新居浜市立大生院小学校 (愛媛県)   4年
浅野　心音 (あさの　ここね) 瀧田　安雛 (たきだ　あんじゅ)

2小高138 2小高001

銅賞 3 銅賞 4

    未来へ受け継ぐ～重要文化財　部埼灯台～     鞆の浦の燈台
大村市立竹松小学校 (長崎県)   6年 津山市立秀実小学校 (岡山県)   6年
原口　怜久 (はらぐち　れく) 宮野　亜実 (みやの　あみ)

2小高145 2小高128



小学生高学年の部

銅賞 5

    カモメを見守る灯台
庄内町立余目第二小学校 (山形県)   6年
中村　菫 (なかむら　すみれ)

2小高069



中学生の部

金賞

3中420     夕日に照らされる地球岬
大阪市立東我孫子中学校 (大阪府)   3年
本田　昊太朗 （ほんだ　こうたろう）

1 2
銀賞 銀賞

    師走の博多湾     夕暮れの灯台
福岡市立照葉小中学校 (福岡県)   1年 名古屋市立桜山中学校 (愛知県)   3年
城戸　茜音（きど　あかね） 太幡　縁 (たばた　ゆかり)

3中002 3中034



中学生の部

銅賞 1 銅賞 2

    薫風（くんぷう）     伊王島灯台と夕日
佐世保市立日宇中学校 (長崎県)   3年 長崎市立琴海中学校 (長崎県)   2年
西野　若葉 (にしの　わかば) 酒井　玲颯 (さかい　れいさ)

3中268 3中007

銅賞 3 銅賞 4

    大間埼灯台     そびえ立つ灯台
むつ市立田名部中学校 (青森県)   2年 姶良市立帖佐中学校 (鹿児島県)   1年
髙田　莉羅（たかだ　りら) 森山　楓太 (もりやま　ふうた)

3中181 3中305



中学生の部

銅賞 5

    島を守る
利尻富士町立鴛泊中学校 (北海道)   2年
西島　一樹 (にしじま　かずき)

3中260
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