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 ｢第40回 JTA・RACあおぞら図画コンクール｣入賞作品決定！ 

～大好きな島を描いた力作、383点のご応募をいただきました～ 

 

日本トランスオーシャン航空（JTA、本社：那覇市、社長：野口望）と琉球エアーコミューター（RAC、本社：那

覇市、社長：波平進）は、このほど「第40回JTA・RACあおぞら図画コンクール」（主催 JTA・RAC、後援 沖縄

県・沖縄県教育委員会ほか）の審査会を開催し、入賞作品54点を決定しました。 

今回で40回目の節目となりました『あおぞら図画コンクール』は、沖縄県内の離島および奄美大島・与論島に

住む小学生を対象に、こどもたちが図画制作を通じて住んでいる島の良さを再発見し、まわりや自然に心を配れ

る人、感受性豊かな人、そして島を誇りに思う人に育ってくれれば、との願いを込めて実施しており、「わたしの大

好きな島」をテーマに、383点のご応募をいただきました。 

小学生の感性あふれる作品、日頃の生活を通して見て感じた島の様子を描いた多くの作品が揃いました。 

審査会では各学年より最優秀賞1点、優秀賞2点、佳作6点を選出、また、最優秀賞6点の中から第40回グラ

ンプリ賞として1点を選出しました。 

（※入賞者一覧は別紙をご参照下さい。） 

 

表彰式は11月以降各地区で開催、入賞者へは賞状と副賞を贈呈します。記念グランプリ1名にはモデルプレ

ーン、最優秀賞6名には親子ペア航空券、優秀賞12名および佳作36名には画材セットと弊社オリジナルグッズを

贈呈します。 

 

最優秀賞、優秀賞作品の18点は、JTA機内ビデオ・機内誌「Coralway（コーラルウェイ）」にて紹介いたしま

す。また、入賞作品全54点はJTAWebサイトへの掲載、離島主要空港において移動作品展を開催し広くご紹

介いたします。 

  

JTAグループは、これからも地域の子どもたちの夢を育む取り組みを進めて参ります。 

 

■添付資料 入賞者一覧（1枚） 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙】

「第40回JTA・RAC あおぞら図画コンクール」入賞者一覧

１．応募状況

学年別 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計

今回 75 83 71 58 52 44 383

前年 110 113 82 97 80 65 547
地域別 八重山 宮古 久米島 奄美 その他 合計

今回 93 173 41 18 58 383

前年 106 272 26 71 72 547

２．入賞者一覧(敬称略）

入賞者数：第40回記念グランプリ1名(最優秀賞から選出)、最優秀賞6名(各学年1名)、優秀賞12名(各学年2名)、佳作36名(各学年6名） 合計54名

地区別入賞者数：宮古地区26名(うち多良間地区2名）、八重山地区16名、久米島5名、奄美大島2名、与論2名、北大東2名、南大東1名

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

賞 氏  名 小学校 氏  名 小学校 氏  名 小学校 氏  名 小学校 氏  名 小学校 氏  名 小学校

最優秀賞(６名)
※記念グランプリ
4年 慶田盛 恵さん

佐和田 麗珀
さわだ     　　　うるは 宮古島市立

久松小学校 川満 百笑
かわみつ　　　 もえ 宮古島市立

久松小学校 大漁 駿嵩
たいぎょ 　　しゅんた 宮古島市立

東小学校 慶田盛 恵
けだもり　　 　　けい 石垣市立

登野城小学校
嘉手納 凜

かでな　　　　りん 南大東村立
南大東小学校 宮良

みやら　　　　　 まはな

 茉花
石垣市立

登野城小学校

優秀賞(12名) 兼本 沙愛
かねもと 　　　さえ 久米島町立

久米島小学校 下地 結菜
しもじ　　　 ゆいな 宮古島市立

久松小学校 平良 寧音
たいら　　　　ねね 宮古島市立

北小学校 野田 啓太郎
のだ　　　けいたろう 奄美市立

奄美小学校 浅香 美羽
あさか 　　　　みう 石垣市立

新川小学校 内原 佳凛
うちはら　　　かりん 石垣市立

新川小学校

長濱 優菜
ながはま　　　ゆな 宮古島市立

伊良部島小学校 狩俣 冠成
かりまた      かんな 宮古島市立

狩俣小学校 松原 夢果
まつばら　　　ゆめか 竹富町立

小浜小学校 大城 璃和
おおしろ 　　　　りわ 宮古島市立

南小学校 狩場 翠
かりば　　　 すい 石垣市立

石垣小学校 宝園 まひな
ほうぞの　　　　　　　　　　　 石垣市立

登野城小学校

佳作（36名) 仲宗根 大翔
なかそね　　　 ひろと 宮古島市立

西辺小学校 奥山 葵子
おくやま　 　　　　あこ 北大東村立

北大東小学校 古堅 直太朗
ふるげん　　　　　 なおたろう 石垣市立

登野城小学校 照屋 椋介
てるや 　　　りょうすけ 石垣市立

新川小学校 小松 佑太朗
こまつ 　　　　　ゆうたろう 石垣市立

真喜良小学校 佐和田 朱音
さわだ　　　　　　 あかね 宮古島市立

北小学校

砂川 桜寿
すなかわ 　　　おと 宮古島市立

西辺小学校 大城 汰輔
おおしろ　　　 たいすけ 北大東村立

北大東小学校 佐和田 琥把
　さわだ 　　　　　　こはく 宮古島市立

久松小学校 下地 奏実
しもじ 　　　　かなみ 宮古島市立

平良第一小学校 谷 友視郎
たに 　　　　ゆうしろう 宮古島市立

平良第一小学校 根間 祐里亜
ねま 　　　　　　　ゆりあ 宮古島市立

久松小学校

伊波 寛南
いは 　　　　かんな 宮古島市立

北小学校 村山 優央
むらやま　　 　　まひろ 宮古島市立

西辺小学校 赤嶺 玲央
あかみね　　　　 れお 宮古島市立

東小学校 平良 琉音
たいら 　　　　　りお 宮古島市立

北小学校 吉田 桜
よしだ　　　　 さくら 宮古島市立

上野小学校 慶田盛 一太
けだもり　　　　　　 いちた 石垣市立

登野城小学校

村本 喜一
むらもと　　　　きいち 石垣市立

平真小学校 宮城 柚月
みやぎ　　　　 ゆつき 宮古島市立

下地小学校 東嘉弥真 光桜
ひがしかやま　　　　　　 みお 石垣市立

宮良小学校 上里 彪仁
うえざと　　　　 あやと 宮古島市立

平良第一小学校 﨑濵 美喜子
さきはま　　　　　 みきこ 石垣市立

石垣小学校 西原 智穂
にしはら 　　　　ちほ 石垣市立

大浜小学校

玉城 李一
たまき　　 りいち 久米島町立

比屋定小学校 白道 光之助
しらどう　　　　　 こうのすけ 久米島町立

久米島小学校 佐久本 たらま
　　さくもと　　　　　　　　　　　　　　 多良間村立

多良間小学校 幸地 泰駕
こうち 　　　　たいが 宮古島市立

上野小学校 国吉 音明
くによし　 　　　おとあ 久米島町立

清水小学校 勝
かつ

 華里奈
　かりな 与論町立

与論小学校

宮里 海
みやざと　　　 かい 久米島町立

比屋定小学校 石垣 桃
　いしがき　　　もも 学校法人カトリック学園

海星小学校 栁岡 うらら
　　やなおか 　　　　　　　　　　　　　　多良間村立

多良間小学校 皛納 茉柚
きょうのう　　　　 まゆ 奄美市立

奄美小学校 友利 悠大
ともり 　　　　ゆうだい 宮古島市立

久松小学校 清水 悠杏
しみず　　　　 ゆあん 与論町立

与論小学校

※審査日 2022年9月16日(金)


