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「灯台絵画コンテスト２０２２」受賞者決定のお知らせ 
 
公益社団法人燈光会では、１５４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２０２２ ～灯台のある風景～」をテーマに作品を募集し、この度、次の

とおり各受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 受賞者 

１ 国土交通大臣賞 

 青木 勇麻（あおき ゆうま） 徳島市立国府小学校（徳島県） ４年 

２ 海上保安庁長官賞 

 久保田 凛（くぼた りん） 北九州市立洞北中学校（福岡県） ３年 

３ 燈光会会長賞 

 鈴木 佑梨衣（すずき ゆりい） 銚子市立双葉小学校（千葉県） ３年 

４ 金賞 

（1）小学生低学年の部   

 小池 りり（こいけ りり） 御坊市立御坊小学校（和歌山県） ２年 

（2）小学生高学年の部   

 根本 明祈（ねもと あかり） 横浜市立初音が丘小学校（神奈川県） ６年 

（3）中学生の部   

 尾崎 月灯（おざき つきひ） 美浜町立松洋中学校（和歌山県） ３年 

５ 銀賞及び銅賞 

 別紙１のとおり   

Ⅱ 受賞作品 

 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２別紙２



別紙　１

受 賞 氏　名 ふりがな 性別 学年

国 土 交 通
大 臣 賞

青木　勇麻 あおき　ゆうま 男 4年 徳島市立国府小学校 徳島県

海上保安庁
長 官 賞

久保田　凛 くぼた　りん 女 3年 北九州市立洞北中学校 福岡県

燈 光 会
会 長 賞

鈴木　佑梨衣 すずき　ゆりい 女 3年 銚子市立双葉小学校 千葉県

小学生低学年の部

金 賞 小池　りり こいけ　りり 女 2年 御坊市立御坊小学校 和歌山県

平山　遥都 ひらやま　はると 男 3年 葛飾区立原田小学校 東京都

福田　美澄 ふくだ　みすみ 女 1年 龍ヶ崎市立龍ヶ崎小学校 茨城県

梅田　丞之介 うめだ　じょうのすけ 男 3年 対馬市立厳原小学校 長崎県

石橋　里咲子 いしばし　りさこ 女 3年 御坊市立湯川小学校 和歌山県

横田　雪乃 よこた　ゆきの 女 3年 美浜町立布土小学校 愛知県

迫園　隼州 さこぞの　じゅんす 男 1年 世田谷区立若林小学校 東京都

小松　立樹 こまつ　りつき 男 2年 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 兵庫県

小学生高学年の部

金 賞 根本　明祈 ねもと　あかり 女 6年 横浜市立初音が丘小学校 神奈川県

植原　凛 うえはら　りん 女 5年 神戸市立霞ヶ丘小学校 兵庫県

合志　優衣奈 ごうし　ゆいな 女 6年 佐世保市立相浦小学校 長崎県

野崎　健太 のざき　けんた 男 6年 霧島市立天降川小学校 鹿児島県

赤木　環 あかぎ　たまき 女 5年 西宮市立甲子園浜小学校 兵庫県

栗原　夢希 くりはら　ゆの 女 4年 日高川町立和佐小学校 和歌山県

川原　ちとせ かわはら　ちとせ 女 6年 西条市立壬生川小学校 愛媛県

清水　星汰 しみず　せいた 男 4年 山口市立宮野小学校 山口県

中学生の部

金 賞 尾崎　月灯 おざき　つきひ 女 3年 美浜町立松洋中学校 和歌山県

久場　さゆり くば　さゆり 女 3年 水巻町立水巻南中学校 福岡県

中川　伊生妃 なかがわ　いぶき 女 3年 高松市立香東中学校 香川県

青木　蒼空 あおき　そら 男 1年 徳島市立国府中学校 徳島県

夏　静瑶 か　せいよう 女 1年 名古屋大学教育学部附属中学校 愛知県

三原　菜結 みはら　なゆ 女 2年 和歌山県立日高高等学校附属中学校 和歌山県

濱口　晴日 はまぐち　はるか 女 2年 志摩市立大王中学校 三重県

西島　一樹 にしじま　かずき 男 3年 利尻富士町立鴛泊中学校 北海道

灯台絵画コンテスト２０２２　受賞者一覧

学　校　名

銅 賞

銀 賞

銅 賞

銀 賞

銅 賞

銀 賞



灯台絵画コンテスト2022　受賞作品

国土交通大臣賞

    みれたよ、灯台！
徳島市立国府小学校 (徳島県)   4年・男
青木　勇麻 (あおき　ゆうま)

燈光会会長賞

海上保安庁長官賞

    清虚の意志を継いで
北九州市立洞北中学校 (福岡県)   3年・女
久保田　凛 (くぼた　りん)

    広い空と犬ぼうさき灯台
銚子市立双葉小学校 (千葉県)   3年・女
鈴木　佑梨衣 (すずき　ゆりい)

別紙　2



小学生低学年の部

金賞

    潮岬灯台
御坊市立御坊小学校 (和歌山県)   2年・女
小池　りり (こいけ　りり)

銀賞 1 銀賞 2

    親友が住む石垣島の灯台     みんなにこにこ　とうだい
葛飾区立原田小学校 (東京都)   3年・男 龍ヶ崎市立龍ヶ崎小学校 (茨城県)   1年・女

平山　遥都 (ひらやま　はると) 福田　美澄 (ふくだ　みすみ)



小学生低学年の部

銅賞 1 銅賞 2

    棹尾埼灯台     樫野埼灯台
対馬市立厳原小学校 (長崎県)   3年・男 御坊市立湯川小学校 (和歌山県)   3年・女
梅田　丞之介 (うめだ　じょうのすけ) 石橋　里咲子 (いしばし　りさこ)

銅賞 3 銅賞 4

    休日はサーフィンでにぎやか野間とう台     じいじとばあばと行った城ヶ島灯台
美浜町立布土小学校 (愛知県)   3年・女 世田谷区立若林小学校 (東京都)   1年・男
横田　雪乃 (よこた　ゆきの) 迫園　隼州 (さこぞの　じゅんす)



小学生低学年の部

5
銅賞

    夕方のとうだい
兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 (兵庫県)   2年・男
小松　立樹 (こまつ　りつき)



小学生高学年の部

金賞

    灯台は私たちのパートナー
横浜市立初音が丘小学校 (神奈川県)   6年・女
根本　明祈 (ねもと　あかり)

銀賞 1 銀賞 2

    私の住む街から見える灯台     祖母の故郷　大バエ灯台
神戸市立霞ヶ丘小学校 (兵庫県)   5年・女 佐世保市立相浦小学校 (長崎県)   6年・女

植原　凛 (うえはら　りん) 合志　優衣奈 (ごうし　ゆいな)



小学生高学年の部

銅賞 1 銅賞 2

    都井岬灯台     安乗埼灯台
霧島市立天降川小学校 (鹿児島県)   6年・男 西宮市立甲子園浜小学校 (兵庫県)   5年・女
野崎　健太 (のざき　けんた) 赤木　環 (あかぎ　たまき)

銅賞 銅賞
3 4

    伊良湖岬灯台     ダイサギと唐子浜の赤灯台
日高川町立和佐小学校 (和歌山県)   4年・女 西条市立壬生川小学校 (愛媛県)   6年・女
栗原　夢希 (くりはら　ゆの) 川原　ちとせ (かわはら　ちとせ)



小学生高学年の部

5
銅賞

    みんなを照らすやさしい光
山口市立宮野小学校 (山口県)   4年・男
清水　星汰 (しみず　せいた)



中学生の部

金賞

    潮岬灯台と大空
美浜町立松洋中学校 (和歌山県)   3年・女
尾崎　月灯 (おざき　つきひ)

銀賞 1 銀賞

2

    灯台     せとしるべ
水巻町立水巻南中学校 (福岡県)   3年・女 高松市立香東中学校 (香川県)   3年・女

久場　さゆり (くば　さゆり) 中川　伊生妃 (なかがわ　いぶき)



中学生の部

銅賞 1 銅賞 2

    夕焼けの灯台     大空の下、青い海と白い灯台
徳島市立国府中学校 (徳島県)   1年・男 名古屋大学教育学部附属中学校 (愛知県)  1年・女

青木　蒼空 (あおき　そら) 夏　静瑶 (か　せいよう)

銅賞 3 銅賞 4

    能取岬灯台     大王埼灯台
和歌山県立日高高等学校附属中学校 (和歌山県)   2年・女 志摩市立大王中学校 (三重県)   2年・女
三原　菜結 (みはら　なゆ) 濱口　晴日 (はまぐち　はるか)



中学生の部

銅賞 5

    海を見つめて
利尻富士町立鴛泊中学校 (北海道)   3年・男
西島　一樹 (にしじま　かずき)
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