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結果発表 

 2021.9 漁政 FISHING POLITICS 

２０２１年度シーフード料理コンクール 

書類審査入選者８名の各賞が決定！！ 

８月２７日（金）に書類審査により入選されました各部門４名、

合計８名の入選者について、本来であれば、本会主催のシーフード

料理コンクール（今年は９月１１日（土）開催予定）にご出場頂き、

実技審査を執り行う予定でありましたが、先般の新型コロナウィル

ス感染症拡大の影響に伴い、今年度は、実技審査に代わり審査員に

よる書類審査を執り行いました。 

書類審査では、魚介藻類を使用し、アイディア、オリジナリティ

に溢れた応募作品の中から、審査員による厳選な審査により、見

事、以下の各部門４名、合計８名の賞が決定されました。 

  各部門の宮崎県知事賞（最優秀賞）並びに宮崎県漁連会長賞（優

秀賞）を受賞されました４名の方については、１０月中旬に開催さ

れますＪＦ全漁連主催の第２２回シーフード料理コンクールの第一次書類審査へ推薦されます。 

プロを目指す学生部門 

賞 氏名 メニュー名 学校名 

宮崎県知事賞  

（最優秀賞） 

淵上 紘明 鯛と野菜のマリネのピニャータ風 

 

都城東高等学校 

 

宮崎県漁連会長賞

（優秀賞） 

榮 碧衣 カツオの洋風なめろうブルスケッタ マナビヤ宮崎アカデミー 

九州信漁連宮崎県域

運営委員長賞 

高橋 美希 かんぱちの柚子胡椒風味 延岡学園高等学校 

宮崎おなさか普及協

議会連合会長賞 

松浦 花音 ブリのキッシュ マナビヤ宮崎アカデミー 

お魚料理チャレンジ部門 

賞 氏名 メニュー名 所属 

宮崎県知事賞  

（最優秀賞） 

宇都宮 叶望 鯛のカルトッチョ 富島高等学校 

宮崎県漁連会長賞

（優秀賞） 

甲斐 史美那 めひかりの甘辛丼 

 

延岡工業高等学校 

九州信漁連宮崎県域

運営委員長賞 

吉村 詩野 鰆とカレーのパイ 延岡工業高等学校 

宮崎おなさか普及協

議会連合会長賞 

梅田 ののか 夏野菜とシーフードの具だくさんパスタ 延岡工業高等学校 

 

審査員 3 名による書類審査が行われました

右：中島審査員、中：天野審査委員長、右：杉尾審査員 

 

 



 

 

結果発表 2021.9.13発行 Copyright © Miyazaki Prefectural Faderation of Co-Operatibe Associations. All rights reserved. 
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 2021.9 漁政 FISHING POLITICS 

テーマ：『おうちでガツンとギョ(魚)料理～魚しか勝たん～食事のメインになるお魚料理を募集』 

プロを目指す学生部門 

     

▲宮崎県知事賞(最優秀賞)作品         ▲宮崎県漁連会長賞(優秀賞)作品 

『鯛と野菜のマリネのピニャータ風』          『カツオの洋風なめろうブルスケッタ』 

   都城東高等学校 淵上 紘明さん          マナビヤ宮崎アカデミー 榮 碧衣さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲九州信用漁業協同組合連合会        ▲宮崎おさかな普及協議会連合会長賞作品 

 宮崎県域運営委員長賞作品 

『かんぱちの柚子胡椒風味』             『ブリのキッシュ』 

  延岡学園高等学校 高橋 美希さん          マナビヤ宮崎アカデミー 松浦 花音 

 

 

審査委員長講評 

「ピニャータの発想の転換で、味わってみたくな

る、ワクワク感のある料理に仕上げ、見事です。」 

審査委員長講評 

「イタリア料理の軽食ブルスケッタをカツオのな

めろうでアレンジ、魚嫌いの人でも食べられそう

です。」 

審査委員長講評 

「かんぱちの味付け、海藻類やトマトなど取り

合わせも良く、セルクルを使うなどきめ細かな

美しい仕上がりです。」 

審査委員長講評 

「子供がお魚を抵抗なく、喜んで食べてくれそ

うな姿、魚や野菜を卵と生クリームのコクでお

いしく味わえそうです。」 
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 2021.9 漁政 FISHING POLITICS 

お魚料理チャレンジ部門 

▲宮崎県知事賞(最優秀賞)作品         ▲宮崎漁連会長賞(優秀賞)作品 

『鯛のカルトッチョ』                 『めひかりの甘辛丼』  

  富島高等学校 宇都宮 叶望さん            延岡工業高等学校 甲斐 史美那さん 

 

 

 

 

 

              

▲九州信用漁業協同組合連合会         ▲宮崎おさかな普及協議会連合会長賞 

 宮崎県域運営委員長賞作品 

『鰆とカレーのパイ』                『夏野菜とシーフードの具だくさんパスタ』 

   延岡工業高等学校 吉村 詩野さん          延岡工業高等学校 梅田 ののかさん 

審査委員長講評 

「イタリア料理によく登場する「紙包み焼き」

ですが、魚を沢山使い和風にアレンジして美味

しそうです。」 

審査委員長講評 

「めひかりを食べやすいように小さく切り、甘

辛い味付けで食欲が増しそうです。 

トッピングに赤、黄が欲しいです。」 

審査委員長講評 

「魚料理なのにデザート風で、カレー味にし

て、魚が苦手な大人や子供に食べやすくした工

夫は素晴らしいです。」 

審査委員長講評 

「パスタ料理をガツンとギョ（魚）料理に仕上げ

野菜も沢山使用、栄養バランスがとれてます。シ

イラの分量が不明で写真で想像しています。」 
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2021.9 
1 

漁政 FISHING POLITICS  

２０２１年度シーフード料理コンクールレシピ 

～ プロを目指す学生部門 ～ 
宮崎県知事賞（最優秀賞）  

「鯛と野菜のマリネのピニャータ風」都城東高等学校 淵上 紘明さん 

 

材 料 作り方 

・鯛 300ｇ 

・エビ 300ｇ 

・玉ねぎ 1個 

・人参 1本 

・セロリ  1本 

・レモン 1個  

・パセリ 少々 

・白バルサミコ酢 適量 

・オリーブオイル 適量 

・塩胡椒 適量 

・紫蘇ベースのコンデュメント少々 

・卵(卵白)4～6 個 

・ハーブ類(適量) 

① 鯛、エビを一口サイズに切り、オリーブオイルをかけて混

ぜる。 

② 玉ねぎ、人参、セロリ、レモンの皮を千切りにする。 

③ ②に白バルサミコ酢、オリーブオイル、塩胡椒を入れ混ぜ

る。 

④ 卵白をミキサーでかくはんして、酢を入れる。 

⑤ 下から紫蘇ベースのコンデュメント、鯛、エビ、③の順で

盛り付けます。 

⑥ ④を⑤の上にのせて、④の上にハーブ類を盛りつけて完成

です。 

※写真の右が盛り付け後です。左が盛り付け前です。 

使用した魚介藻類を選んだ理由、 

料理のＰＲポイント 

・野菜と色合いがマッチしたからです。 

・メキシコ等のお祭りでお菓子をくす玉に入

れるピニャータというものがあります。 

そのお菓子を魚介サラダにして、くす玉を泡

で見立てました。 

是非五感を感じて楽しんでください。 

 

1人分あたりの材料費 
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漁政 FISHING POLITICS  

宮崎県漁連会長賞（優秀賞） 

「カツオの洋風なめろうブルスケッタ」 マナビヤ宮崎アカデミー  榮 碧衣さん 

 

 

 

材 料 作り方 

・かつお 500g 

・バジル 8枚 

・しょうが 2かけ 

・にんにく 2かけ 

・オリーブオイル 大2 

・みそ 大1 

・しょうゆ 小2 

・オールスパイス(粉) 適量 

   

① フランスパンを輪切りにし、オリーブオイルとにんにくすりおろしをパンに

塗り、トースターで焼き目がつくまで焼く。 

② バジルは細切り、にんにくとしょうがはみじん切り、かつおは半分を粗みじ

ん切り、もう半分をたたく。 

③ ②をボウルに入れ、オリーブオイル、みそ、しょうゆ、オールスパイスを加

えて混ぜ合わせる。 

④ ①のパンに塗り完成。 

POINT！ 

1.にんにく、しょうがは少し粗く刻むと食感が面白い！ 

2.オールスパイスだけでなく、様々なスパイスを加えてアレンジできる！ 

3.パンはライ麦パンにしても美味しい！ 

 

 

 

使用した魚介藻類を選んだ理由、 

料理のＰＲポイント 

・宮崎の美味しいカツオをパンと食べら

れるようにしたい思ったから。 

・元々好きだったカツオやなめろう、パン

を一度に食べられるようにしました。バジ

ルを大葉に、オールスパイスを他のスパイ

スに変えてアレンジすることもできます。 

前菜やおつまみにピッタリな１品です。 

1人分あたりの材料費 
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2021.9 
1 

漁政 FISHING POLITICS  

九州信用漁業協同組合連合会 宮崎県域運営委員長賞 

「かんぱちの柚子胡椒風味」  延岡学園高等学校  高橋 美希さん 

 

材 料 作り方 

・e-かんぱち 400ｇ 

・彩り海藻ミックス 適量 

・ミニトマト 8個 

・むきえび 適量 

・糸唐辛子 適量 

・ミニトマト 4～5個 

A ・柚子胡椒 小さじ 3 

 ・EXオリーブオイル 大さじ 12 

 ・醤油 大さじ 5 

 ・レモンの搾り汁 小さじ 8 

 ・みりん 大さじ 5～6 

 ・砂糖 大さじ 2 

 ・ハチミツ 小さじ 4 

・プチミックス 少量 

① Aの調味料を EXオリーブオイル以外混ぜ、最後に混ぜ合わせ

る。 

② かんぱちを Aの調味液に 20分程漬け込む(漬け込むときにかん

ぱちを 3等分に) 

③ むきえびを塩ゆでにし、海藻ミックスを水に浸し、戻す。 

④ ミニトマトは、ヘタから少し下を切り、4等分にする。 

⑤ かんぱちを少し焦げ目が付く位まで焼く。 

⑥ 海藻ミックスとむきえびを混ぜ、かんぱちを漬けていた調味液

を少量混ぜ合わせる。 

⑦ 器の中央にセルクルを置き、半分くらいまで海藻ミックスとむ

きえびを混ぜたものを入れる。 

⑧ セルクルを抜き、⑦の上にかんぱちを盛る。 

・かんぱちはスチコンのスチームモードで水分 60％で 183°で 4

分、ホットモードで 1分 30秒焼く。 

⑨  フライパンで調味液を煮詰める。 

⑩ 煮詰めたものをまわしかける。 

⑪ かんぱちの上にプチミックスを置き、その上に糸唐辛子を飾る 

⑫ ミニトマトを四方に置く。 

料理のコツ 

・Ａの調味料を作るときに、味をみながら、甘味がありながらさっ

ぱりとした味になるようにします。 

・かんぱちを焼くときにあまり焦げ目が付き過ぎないようにする。 

・盛り付けは、土台が崩れないようにする。 

使用した魚介藻類を選んだ理由、 

料理のＰＲポイント 

①・かんぱちはクセがなく、うま味があるため 

えびと海藻ミックスでかんぱちを引き立たせる。 

・えびを入れることにより食感を出す。 

②・魚と海藻とむきえびを同じ調味液で味付ける事

により、一体感を出す。 

・魚の甘みと柑橘系のさっぱりとした後味にする 

 

1人分あたりの材料費 
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漁政 FISHING POLITICS  

 

 

宮崎県おさかな普及協議会連合会長賞 

「ブリのキッシュ」 マナビヤ宮崎アカデミー 松浦 花音さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 料 作り方 

・生クリーム 100ｇ 

・卵 1個 

・塩 2g 

・ミニトマト 2個 

・ブリ 300ｇ 

・野菜 200ｇ 

・パイシート 600ｇ 

・生ハム 4枚 

       

① パイシートで形を作る。20 分焼く。 

② 生クリーム、卵、塩を混ぜて裏ごし。 

③ 野菜をうすく切り焼く。 

④ パイの中心をつぶして、野菜、トマト、魚、生ハムを入

れ、②を入れる。20分焼く。 

 

1人分あたりの材料費 

          

使用した魚介藻類を選んだ理由、 

料理のＰＲポイント 

・油っぽいのが他の具材と合うと思

ったため。 

・魚に見えるような形にしました。 
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 2021.9 
 

漁政 FISHING POLITICS  

２０２1度シーフード料理コンクールレシピ 

～ お魚料理チャレンジ部門～ 
宮崎県知事賞（最優秀賞）  

「鯛のカルトッチョ」富島高等学校 宇都宮 叶望さん 

 

 

材 料 作り方 

・鯛 1尾 

・パプリカ 1/4個 

・ミニトマト 3個 

・アスパラガス 1本 

・ニンニク 1片 

・オリーブオイル 小さじ2 

・塩こしょう 適量 

・塩 適量 

・めんつゆ 小さじ2ｇ 

・バター 5ｇ 

① 鯛に塩こしょうをかけて10分程置く。その間に、ニンニク

は潰してパプリカは細切り、ミニトマトはヘタを取り、ア

スパラガス3等分に切る。 

② 鯛を取り出してキッチンペーパーで水分を取る。 

③ 熱したフライパンにオリーブオイルとニンニクを入れて加

熱する。 

④ 鯛を表面から焼く。同時に野菜も全部一緒に入れて焼く。 

⑤ 鯛は表面が焼けたら一度取り出して、野菜に塩をかけ、焼

き色が付いたら取り出す。 

⑥ クッキングシートに焼いた材料を置く。 

⑦ 上から、オリーブオイル、めんつゆ、バターを置く。 

⑧ 包んだら、200度のオーブンで10分焼く。 

使用した魚介藻類を選んだ理由、    

料理のＰＲポイント 

・あまり口にする人がいないと思ったから 

・クッキングシートを破いた時のワクワクと

バターの香りを楽しんでもらいたい。 

 

1人分あたりの材料費 
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 2021.9 
 

漁政 FISHING POLITICS  

宮崎県漁連会長賞（優秀賞） 

「めひかりの甘辛丼」 延岡工業高等学校  甲斐 史美那さん 

 

 

材 料 作り方 

・めひかり 20尾 

・酒 大さじ3 

・醤油 大さじ3 

・みりん 大さじ1 

・砂糖 大さじ1 

・輪切り唐辛子 お好み 

・ごま お好み 

・大葉 お好み 

・片栗粉 適量 

・油 適量 

 

① めひかりを2㎝に切る。 

② 切っためひかりに片栗粉をまぶして、油であげる。 

③ 酒、醤油、みりん、砂糖、輪切り唐辛子をフライパンで煮詰める。 

④ あがっためひかりと③の調味料をフライパンでいためる。 

⑤ 丼ぶりにご飯を盛りつけて、その上に④をのせる。 

⑥ 大葉を切って、ごまと一緒に盛りつける。 

 

 

使用した魚介藻類を選んだ理由、 

料理のＰＲポイント 

・めひかりは延岡の特産品で、旬が

7.8.12.1 月だから。 

・めひかりとご飯を一緒に食べれるよ

うに、めひかりを小さく切る。 

 

 

 

 

1人分あたりの材料費 

          



 

 

結果発表 2021.9.13 発行 Copyright © Miyazaki Prefectural Faderation of Co-Operatibe Associations. All rights reserved. 

結果発表 

 2021.9 
 

漁政 FISHING POLITICS  

九州信用漁業協同組合連合会 宮崎県域運営委員長賞 

「鰆とカレーのパイ」 延岡工業高等学校 吉村 詩野さん 

 

 

材 料 作り方 

・じゃかいも 180ｇ 

・鰆 2切れ 

・バター 8ｇ 

・塩こしょう 0.6ｇ 

・カレー粉 1ｇ 

・ピザ用チーズ 16ｇ 

・牛乳 48ｇ 

・冷凍パイ生地 2枚 

・卵黄 1個 

① 鰆に塩こしょうをふる。小麦粉をふり、はたく。 

② 耐熱皿にオリーブオイルを引き、パイシートをお

く。 

③ 余熱で温めておいた鉄板に置き、鰆、マッシュポテ

ト、細く切ったパイシートを格子状に置き、卵黄を

塗り、20分焼き色がつくまで焼く。 

 

マッシュポテト 

・じゃがいもを 600Ｗで 8分温め、皮をむく。 

・じゃがいもをつぶし、バター、塩こしょう、カレー、

チーズを入れて混ぜる。 

・牛乳を入れて、なめらかにする。 

 

 

使用した魚介藻類を選んだ理由、 

料理のＰＲポイント 

・価格も安く、脂がのっており、食べやすい

から。 

・小さい子や、魚が苦手な人でも、みんなが

好きなカレー味で食べやすくした所。 

1人分あたりの材料費 
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 2021.9 
 

漁政 FISHING POLITICS  

宮崎県おさかな普及協議会連合会長賞 

「夏野菜とシーフードの具だくさんパスタ」 延岡工業高等学校 梅田 ののかさん 

 

 

 

材 料 作り方 

・えび 200ｇ 

・なす 2本 

・片栗粉 20ｇ 

・小麦粉 20ｇ 

・水 20ｇ 

・卵 1個 

・トマト 4個 

・にんにく 4片 

・青じそ 3枚 

・オリーブオイル 大さじ 3 

・塩こしょう 適量 

・パスタ 3束 

① えび、なす、トマト、にんにくを切って炒める。 

② パスタをゆでる。 

③ ①で炒めたえびなどとパスタを混ぜる。 

④ ③にオリーブオイル、塩、コショウを加えて味付け

をする。 

⑤ シイラに水、卵、片栗粉、小麦粉を付けて、油であ

げる。 

⑥ 青じそを千切りする。 

⑦ パスタをお皿にのせて、シイラと青じそをトッピン

グする。 

 

使用した魚介藻類を選んだ理由、 

料理のＰＲポイント 

・私の中で、トマトパスタといえばえびのイ

メージがあり、旬のシイラを加えると美味

しいと思ったからです。 

・ガツンとだったので、ニンニクを多めに入

れて、旬の魚や野菜を使ったところがポイ

ントです。 

 

 

1人分あたりの材料費 

          


