
第33回「森と湖のある風景画コンクール」審査結果（全受賞作品）
【幼年・小学生低学年の部】

賞 名前 画題 都道府県
金賞 林　宸宇 たいよういっぱい 千葉県
銀賞 雨宮　蘭 森のなかまたち 神奈川県
銀賞 林　桜優香 見てみたいな、イルミネーションのダム 千葉県
銅賞 片岡　凰暉 ダム湖が作り出す風景 高知県
銅賞 松田　旬平 水いっぱいのダム 愛知県
銅賞 岡田　康汰 きれいな水のダム 大分県
銅賞 畑中　勇仁 森と虹 東京都
銅賞 古谷　千尋 日本最古のダムの今 千葉県
佳作 廣澤　壱汰 おきなわのしぜんとダム 沖縄県
佳作 岡田　凛太郎 トンボがダムをスイスイ 徳島県
佳作 森尾　幸歩 水が生み出すマイナスイオン 高知県
佳作 八幡　弦真 夜にひかるダム 愛知県
佳作 中野　耀恵 山の中のダム 愛知県
佳作 村瀬　吏香 しぜんいっぱいのダム 愛知県
佳作 戎　美咲 紅葉する浜松城公園 静岡県
佳作 末柄　佑真 雨の森 東京都
佳作 中村　春琉 きれいなオーロラ 千葉県
佳作 矢口　和佳 森の中でぶつかる水の音 千葉県
入選 堀部　汎那 あのね、ダム湖と空のあおいろは同じだったよ 岐阜県
入選 栗原　理彩 お父さんと行ったダム 神奈川県
入選 橋谷　風翔 遊覧船とダムと湖 東京都
入選 羽田　沙耶乃 ゆかいなダム 兵庫県
入選 大川　栞子 虹とシャボン玉とダム 北海道
入選 佐々木　結香 泳ぐ鯉のぼり 愛媛県
入選 高橋　葵衣 きれいな緑の山とダム 千葉県
入選 高橋　佳吾 夕暮れ 群馬県
入選 末冨　もえ よるにひかるにじ 茨城県
入選 雨澤　心音 晴れた日の紅ダム 茨城県
入選 山碕　小晴 豊かな水 高知県
入選 大野　瑞果 皆でピクニック 高知県
入選 一柳　絵麻 ２つのにじとダム 愛知県
入選 篠田　羅良 夕日とダム 愛知県
入選 水野　心陽 水がいっぱいのダム 愛知県
入選 関戸　湖都 かんこうきゃくのあつまるダム 愛知県
入選 渡邉　勇翔 にじがかかるダム 愛知県
入選 松下　怜生 ダムをみにいこう 愛知県
入選 柳澤　この実 水いっぱいのダム 愛知県
入選 鈴木　結 とりのあつまるダム 愛知県
入選 内倉　優奈 きれいなダム 愛知県
入選 羽谷　心遥 赤いそら 愛知県
入選 大塚　陽和 春いっぱいのダム 愛知県
入選 永瀬　愛莉 ダムといきもの 愛知県
入選 村松　栞奈 しずかな森林 千葉県
入選 横山　紬 カヌーと湖 東京都
入選 清水　梨華 美しいダム 千葉県
入選 鈴木　遥音 佐鳴湖のさんぽ道 静岡県
入選 ギブ　怜 森のヌシ 静岡県
入選 三浦　紗来 森にあつまれ！ 静岡県
入選 代田　悠人 のぞいたよ、きれいだなぁ 長野県
入選 木田　瑛翔 噴水きれいだなぁ 神奈川県
入選 佐藤　美空 ひまわりの向こうにダムが見えた。 神奈川県
入選 瀧川　陽人 森の中のたき 兵庫県
入選 秋野　杏奈 森と湖 東京都
入選 岸田　和真 森と湖 東京都
入選 Gibson　珠乃 森と湖 東京都
入選 坂本　慶 夏のダム 東京都
入選 本木　海咲 紅葉の山と湖 群馬県
入選 増田　陽紀 虫と動物のいるダム湖 神奈川県
入選 増田　啓祐 不思議なダム湖 神奈川県
入選 山本　薫花 さくらのダム 千葉県
入選 青野　晴夏 ダムと山 千葉県
入選 時長　佳司 ダムに来た白鳥 千葉県
入選 田中　六蘭 無題 千葉県
入選 藤﨑　凛 にじのダム 千葉県
入選 海老原　芽依 すてきな森 千葉県
入選 金森　彩芽 虹がかかる黒部ダム 千葉県
入選 佐伯　寧彩 はくりょくあるダム 千葉県



第33回「森と湖のある風景画コンクール」審査結果（全受賞作品）
【小学生高学年の部】

賞 名前 画題 都道府県
金賞 池田　菜乃 壮大なダム 千葉県
銀賞 竪山　智代 緑あふれる町のシンボル 岡山県
銀賞 熊谷　伊織 きれいなダム 長野県
銅賞 吉成　佑太 家庭につなげる　ダムの水 北海道
銅賞 及川　和喜 緑あふれるダム 北海道
銅賞 楠瀬　蒼空 ゴージャスだね！イルミネーション 神奈川県
銅賞 泉　志穏 光とダム 千葉県
銅賞 西岡　知紗 雨がふった北川ダム 千葉県
佳作 岩下　蓮太郎 日の当たる定山渓ダム 北海道
佳作 山内　春輝 パワフルみなぎるふるさとのダム 福岡県
佳作 湯澤　奈胡 風が吹く 群馬県
佳作 髙藤　睦月 スーラーの輝き放つ 福岡県
佳作 島　大和 ゆたかなダム 長野県
佳作 上原　ゆい 森とダム 千葉県
佳作 岡崎　直人 自然ゆたかな森にかこまれたダム 千葉県
佳作 稲葉　理桜 紅葉ときれいな水 千葉県
佳作 木全　理緒 紅葉を見に行コーヨー！なダム 千葉県
佳作 酒井　桃香 山奥のダム 愛知県
入選 本良　聡典 水中の生きもの 神奈川県
入選 足立　鈴華 パステスざくらの中のダム 兵庫県
入選 大松　希愛 春の音が聞こえるダム 兵庫県
入選 坂本　俊介 感動は山頂 福岡県
入選 大野　樹生 水辺のいこい 高知県
入選 柿野　ひまり やっと見つけた 青森県
入選 永井　文人 轟く放水 千葉県
入選 成田　伊吹 チョウが集まる大島ダム 愛知県
入選 富谷　創太 迫力のダム 鳥取県
入選 荒川　悠樹 自転車で走りたくなるダム 北海道
入選 上田　眞大 光に照らされた湖とダム 神奈川県
入選 岡田　楓都 きれいな水 長野県
入選 金木　来人 秋の休日 神奈川県
入選 森　愛美梨 紅葉みつけたよ 神奈川県
入選 阿部　梨音 秋のかがやき 千葉県
入選 藤田　凪彩 花と森に囲まれた三保ダム 千葉県
入選 新井　真希 森とダム＆にじとみずうみ 千葉県
入選 大宮　若菜 かがやくダム 千葉県



第33回「森と湖のある風景画コンクール」審査結果（全受賞作品）
【中学生・高校生の部】

賞 名前 画題 都道府県
金賞 成田　楽羅 たくわえる力 東京都
銀賞 鹿又　藍 共に生きる、大倉ダム 宮城県
銀賞 平松　怜奈 ダムを流れる川 香川県
銅賞 竹下　愛海 自然豊かな三瓶ダム 島根県
銅賞 濱口　小夏 ロックフィル 静岡県
銅賞 松本　静 昼の山とダム 兵庫県
銅賞 工藤　萌音 白神の恵み 青森県
銅賞 立花　匠望 王滝川ダム 千葉県
佳作 山澤　郁月 完成間近の椛川ダム 岡山県
佳作 森脇　水紅 建設途中のダム 香川県
佳作 清和　羽音 ロックフィルダム 静岡県
佳作 中西　きいろ 臥竜 熊本県
佳作 名直　亜咲飛 山奥にひそむダム 宮崎県
佳作 安倍　麻衣子 緑の谷と湖 宮城県
佳作 村原　知紘 自然物と人工物 兵庫県
佳作 吉田　吏音香 宇奈月ダムのヨーロッパのお城 福岡県
佳作 才川　栞 黒部ダム 福岡県
佳作 小野　里菜 藍色の水壁 青森県
入選 境　七星 遠く広がる「アオ」 熊本県
入選 渡部　優杏 静かな滝の音 香川県
入選 吉川　琉依耶 森とダム 香川県
入選 林　瑠衣華 豊稔池ダムの春 香川県
入選 中村　桜香 春の終わりのダム 香川県
入選 今井　芽理 鳥居のある展望台 香川県
入選 福家　若奈 春色ダム 香川県
入選 岡﨑　尋那 湖にうつる森 香川県
入選 平田　真菜 青と緑のダム 香川県
入選 篠丸　真侑 森に囲まれた湖 香川県
入選 大野　日和 未完成 香川県
入選 釜野　珠波 春と湖とダム 香川県
入選 伊藤　萌衣 穏やかに煌めくダム 熊本県
入選 坂本　悠陽 雨のあとの天ヶ瀬ダム 大阪府
入選 荒川　夕葵 すがすがしいダム 北海道
入選 及川　真歩 ダムの滝 北海道
入選 植松　千歳 森に囲まれたダム 京都府
入選 桂　楓杏 思い出の地 兵庫県
入選 小畑　美咲 ダムと森 兵庫県
入選 中川　優菜 ダムと緑 兵庫県
入選 八木　虎太郎 すずしげなダム 兵庫県
入選 大塚　奈々 初夏の黒部ダム 福岡県
入選 加藤　渚 無題 千葉県
入選 久保薗　玲琉 上からみたダム 愛知県
入選 前川　真結 山の中のダム 愛知県



作品数 都道府県 応募団体名

97 愛知県 枇杷島画塾

81 香川県 香川県立高松工芸高等学校

81 千葉県 アトリエこうたき

第３３回 団体奨励賞 受賞団体

応募団体総数︓33団体



 

 

第３３回森と湖のある風景画コンクール 

金賞、銀賞、銅賞受賞作品展示について 

森と湖のある風景画コンクール実行委員会 

事務局 （一財）水源地環境センター 

        企画部 渡邉 和典 

 

 第 33 回森と湖のある風景画コンクールの金賞・銀賞・銅賞の作品は、国土交通省合同庁舎第 3 号館 1F

ロビーで、令和 3年 8月 2日午後から 8月 13 日まで展示されます。（8 月 2日午前中は、展示作業中です） 

 

詳しくは以下を御参照ください。 

 

国土交通省 1F ロビー展示観覧のための入館情報 

住 所：東京都千代田区霞が関 2-1-3 (代表電話) 03-5253-8111 
開庁日：土日・祝祭日・年末年始を除く日 開庁時間：午前 9 時 30 分から午後 6 時 15 分 
展示期間：令和 3 年 8 月 2 日午後から同年 8 月 13 日まで 
※新型コロナウイルス感染防止の観点から、少人数での来館、ソーシャルディスタンスの確保をお願いしま

す。 

国土交通省及び国土交通省（分館）への入館方法について（国土交通省ホームページより転記） 

※国土交通省アクセス情報・地図 URL https://www.mlit.go.jp/about/file000028.html 

 

１．入館方法（一般来訪者向け）  

国土交通省では、セキュリティ強化対策の一環としてセキュリティゲートを設置しています。 

  

入館時には、受付業務として「氏名」、「訪問先」、「訪問理由」の御確認をさせていただき、「一時通行証」の

貸与に関する手続きを行っていただくことになりますので、御理解と御協力をお願い致します。受付業務には、

入館者の状況等により時間をいただくこともありますので、時間には余裕を持って御来訪して下さい。 

 

２．受付手順 



 

 

 

国土交通省へのアクセスマップ 

 

最寄り駅 

■東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線 
霞ヶ関駅 Ａ２、Ａ３ａ、Ａ３ｂ出口 
 

■東京メトロ有楽町線 

桜田門駅 ２番出口 

 

 
 

※受賞作品の展示が行われているのは 国土交通省合同庁舎第 3 号館 1F ロビー です。 
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