
賞 部門 作品 住所 氏名 学校名 学年

大賞
「明智光秀賞」 怒る母黙る兄にも蝉時雨 京都府亀岡市 吉田　龍馬 亀岡市立南桑中学校 2

亀岡市長賞 小学生 赤トンボこっそりドアで授業聞く 京都府八幡市 川　海吏 八幡市立八幡小学校 5

亀岡市長賞 中学生 菜の花が路面電車を包みこむ 京都府京都市 深澤　涼子 京都教育大学附属京都小中学校 3

亀岡市長賞 一般 雲海の胎内となる街明り 神奈川県横浜市 山田　知明

亀岡市教育長賞 小学生 イノシシもわたしもねらうじいじのおいも 京都府亀岡市 石野　なつめ 亀岡市立つつじケ丘小学校 1

亀岡市教育長賞 中学生 蜘蛛の巣が朝霧捕えてシャンデリア 京都府亀岡市 三宅　蓮正 亀岡市立南桑中学校 3

亀岡市教育長賞 一般 くづさねばならぬ大輪牡丹鍋 静岡県磐田市 緒方　恵美

審査委員特別賞
「坪内稔典賞」

小学生 アユモドキ水のなかからきりみてる 京都府亀岡市 渡邉　啓仁 亀岡市立安詳小学校 5

審査委員特別賞
「坪内稔典賞」

一般 なれ初めは成人式のスタジアム 京都府亀岡市 井上　實

自然環境文化賞
「山折哲雄賞」

小学生 スタジアムきりの中から顔を出す 京都府亀岡市 奥山　未桜 亀岡市立安詳小学校 5

自然環境文化賞
「山折哲雄賞」

中学生 きんもくせい三角の僕丸くする 京都府京都市 小林　幹央 京都教育大学附属京都小中学校 3

自然環境文化賞
「山折哲雄賞」

一般 実直な父の字残る種袋 東京都世田谷区 石川　昇

優秀賞 小学生 こいきりは青空が来るアナウンス 京都府亀岡市 丸岡　千紗 亀岡市立安詳小学校 5

優秀賞 小学生 時はいまプラゴミゼロできりんがくる 京都府亀岡市 高﨑　陽也 亀岡市立安詳小学校 5

優秀賞 小学生 夏休みママに怒られ全集中 大阪府大阪市 國原　真桜 大阪市立南港桜小学校 5

優秀賞 中学生 木漏れ日やランニングシューズのひもむすぶ 京都府亀岡市 清　愛音 亀岡市立育親中学校 1

優秀賞 中学生 外出時マスクしないとおちつかない 京都府亀岡市 神﨑　里央奈 亀岡市立大成中学校 2

優秀賞 中学生 夕焼に自転車かごのメロンパン 京都府京都市 塩貝　真礼 京都教育大学附属京都小中学校 3

優秀賞 一般 拳ごと鷹の子放つ夏の空 奈良県橿原市 佐藤　雅之

優秀賞 一般 キックオフ霧動くとき山動く 京都府福知山市 山内　利男

優秀賞 一般 夏休み母のホルンを拭き上げる 三重県伊賀市 服部　あや

第４回　光秀公のまち亀岡　俳句大賞
受賞作品一覧表



賞 部門 作品 住所 氏名 学校名 学年

奨励賞 小学生 ホクホク亀岡コロッケ夏の昼 京都府亀岡市 松本　侑 亀岡市立安詳小学校 5

奨励賞 小学生 アユモドキにょこっと出てきてこんにちは 京都府亀岡市 射場　心咲 亀岡市立安詳小学校 5

奨励賞 小学生 桜石桜のもとで石になる 京都府亀岡市 加藤　稚晴 亀岡市立安詳小学校 5

奨励賞 小学生 つららさんおちるの待って通るから 京都府八幡市 福本　未玖 八幡市立八幡小学校 5

奨励賞 小学生 あおぞらにちょうがいるよはなのよう 京都府八幡市 伊沢　萌々花 八幡市立八幡小学校 5

奨励賞 小学生 夏休み兄のかみの毛派手だった 京都府八幡市 船津　愛優弥 八幡市立八幡小学校 6

奨励賞 小学生 日焼けして黒いと言ってる相手黒い 京都府八幡市 天水　健友 八幡市立八幡小学校 4

奨励賞 小学生 秋来たるセミがコオロギにマイクパス 京都府八幡市 竹原　冬馬 八幡市立八幡小学校 4

奨励賞 小学生 秋の足音九月に歩く城下町 京都府亀岡市 永澤　琴羽 亀岡市立安詳小学校 6

奨励賞 小学生 おじさんのひげつけてるアユモドキ 京都府亀岡市 久保　裕理 亀岡市立安詳小学校 6

奨励賞 小学生 そらまめがきんにくマッチョかっこいい 京都府京都市 恒藤　灯里 京都市立紫明小学校 2

奨励賞 小学生 くりむきで指がじんじんあまいあじ 京都府亀岡市 湯淺　　こころ 亀岡市立つつじケ丘小学校 6

奨励賞 小学生 コスモスにとけこむ父を子が笑う 京都府亀岡市 上野　太一郎 亀岡市立つつじケ丘小学校 6

奨励賞 中学生 キックオフ仲間と駆けた炎天下 京都府京都市 堀内　晋勢 京都教育大学附属京都小中学校 1

奨励賞 中学生 身を離れ遥か沖ゆく浮き輪かな 京都府京都市 進藤　仁 京都教育大学附属京都小中学校 3

奨励賞 中学生 舞い上がるブレーキ音といちょうの葉 京都府京都市 林　結希乃 京都教育大学附属京都小中学校 3

奨励賞 中学生 すいか割るぱかっと割れるまっかっか 京都府京都市 丸山　久実 京都教育大学附属京都小中学校 3

奨励賞 中学生 月の夜低地に光るけものの目 京都府亀岡市 奥　祐貴 亀岡市立南桑中学校 3

奨励賞 中学生 夏休みいつも最後は風景画 京都府亀岡市 中村　和花 亀岡市立南桑中学校 2

奨励賞 中学生 不揃いのスカートたちと蝉時雨 京都府亀岡市 立山　亜湖 亀岡市立南桑中学校 1

奨励賞 中学生 コカコーラはじけたかった夏休み 京都府亀岡市 高松　泰世 亀岡市立南桑中学校 1

奨励賞 中学生 水筒をがぶのみしてもまだたりぬ 京都府亀岡市 酒井　昊晏 亀岡市立南桑中学校 1

奨励賞 中学生 霧の海家が僕へと動いてる 京都府亀岡市 須田　眞斗 亀岡市立南桑中学校 1

奨励賞 中学生 カーテンの裾を結んだ春曇天 奈良県五條市 山下　梨花 五條市立五條東中学校 3

奨励賞 中学生 制服で母と歩いた桜の木 京都府綴喜郡井手町 田中　羚太 井手町立泉ヶ丘中学校 3

奨励賞 一般 団栗のトタンに跳ねる反抗期 京都府京都市 中出　美司子

奨励賞 一般 ふらここや雲へ乗りつぐ夢を見て 京都府亀岡市 髙橋　澄乃

奨励賞 一般 書出しに光秀のこと霧のこと 滋賀県大津市 清水　瑛子

奨励賞 一般 切株の年輪に罅鳥渡る 京都府京都市 小寺　篤子

奨励賞 一般 補聴器の電池入れ替へ梅日和 京都府京都市 松林　スヱ

奨励賞 一般 鬼やんま自尊の目玉ひからせて 大阪府枚方市 秋山　具輝

奨励賞 一般 川霧の中を川音流れをり 東京都足立区 木幡　忠文

奨励賞 一般 無造作に脱ぎ捨てられし蛇の衣 奈良県北葛城郡河合町 福田　千代子

奨励賞 一般 朝霧や亀岡駅の点字板 長野県松本市 矢口　恵子

奨励賞 一般 龍天に昇り銘水酒となる 神奈川県横浜市 猪狩　秀雄

奨励賞 一般 月見酒まだ本題に行きつかず 福島県広野町 佐藤　博

奨励賞 一般 川霧を割つて漕ぎだす舟下り 奈良県葛城市 山本　啓

奨励賞 一般 古里の分水嶺は霧の中 大阪府茨木市 寺川　千春



賞 部門 作品 住所 氏名 学校名 学年

佳作 小学生 秋の山風走るトロッコ列車 京都府亀岡市 坂本　紬 亀岡市立安詳小学校 5

佳作 小学生 スイカ割りぼうをふり上げぶったたけ 京都府亀岡市 藤原　奏 亀岡市立安詳小学校 5

佳作 小学生 春の風夕日を見ていて春の雨 京都府亀岡市 栗山　夢望 亀岡市立安詳小学校 5

佳作 小学生 亀岡牛わくわくとまつ四校時 京都府亀岡市 山口　絢愛 亀岡市立安詳小学校 5

佳作 小学生 夏休みお母さんとの夏の陣 京都府亀岡市 西川　凌平 亀岡市立安詳小学校 5

佳作 小学生 山登り明るい夏海見えてくる 京都府亀岡市 鍋島　千博 亀岡市立城西小学校 5

佳作 小学生 つきあかりしかがおさんぽもみじ山 京都府京都市 布施　周也 京都市立修学院小学校 1

佳作 小学生 運動会笑って泣いておかあさん 京都府八幡市 余膳　結愛 八幡市立八幡小学校 5

佳作 小学生 盆休みテレビゲーム十二時間 京都府八幡市 片桐　健汰 八幡市立八幡小学校 5

佳作 小学生 扇風機こっそり強くしひとりじめ 京都府八幡市 平井　昊 八幡市立八幡小学校 5

佳作 小学生 本当はやるのは苦手運動会 京都府八幡市 澤田　果歩 八幡市立八幡小学校 5

佳作 小学生 運動会聞こえてくるよ母の声 京都府八幡市 酒井　愛望 八幡市立八幡小学校 5

佳作 小学生 みのむしのまねをしながらねているよ 京都府八幡市 天井　尊 八幡市立八幡小学校 5

佳作 小学生 赤とんぼもみじにかくれてどこいった 京都府八幡市 佐川　楓 八幡市立八幡小学校 5

佳作 小学生 クリスマスふとんのどこかにかくれてる 京都府八幡市 森田　流星 八幡市立八幡小学校 5

佳作 小学生 ワクチンやいんぼうせつがおもしろい 京都府八幡市 中川　梛 八幡市立八幡小学校 6

佳作 小学生 暑すぎて氷も私もとけそうだ 京都府八幡市 松浦　咲貴子 八幡市立八幡小学校 6

佳作 小学生 クネクネクネ葉っぱの上のいも虫さん 京都府八幡市 堀井　陽生 八幡市立八幡小学校 6

佳作 小学生 けんかして秋の夕日はあかね色 京都府八幡市 梶塚　源矢 八幡市立八幡小学校 6

佳作 小学生 夏がきたへやのスミッコくろいかげ 京都府八幡市 石井　桜介 八幡市立八幡小学校 6

佳作 小学生 秋の空小鳥がぱたぱた秋探し 京都府八幡市 山木　翔蒼 八幡市立八幡小学校 3

佳作 小学生 台風のさむいようなあついような 京都府八幡市 廣瀬　駿 八幡市立八幡小学校 3

佳作 小学生 もみじがりシャカシャカシャカと音がなる 京都府八幡市 奥村　真央 八幡市立八幡小学校 4

佳作 小学生 冬の朝ふるえながらも服選ぶ 京都府八幡市 仲島　明咲 八幡市立八幡小学校 4

佳作 小学生 ろじうらでねこちらちらと夜の街 京都府八幡市 茨　杏理 八幡市立八幡小学校 4

佳作 小学生 おおばあちゃん「こんばんは」とお盆の日 京都府八幡市 山上　穂々 八幡市立八幡小学校 4

佳作 小学生 キリだってみんなと一しょにあそびたい 京都府亀岡市 田川　柚希 亀岡市立大井小学校 2

佳作 小学生 ひがん花まっ赤な秋をつれてくる 京都府亀岡市 俣野　誠治 亀岡市立千代川小学校 6

佳作 小学生 おきてすぐトマトの水やり夏の朝 京都府亀岡市 菱池　恒輝 亀岡市立千代川小学校 2

佳作 小学生 夕ぐれや海のむこうにみかんかな 京都府京都市 富樫　里紗 京都教育大学附属京都小中学校 5

佳作 小学生 睡蓮があまつぶのせて梅雨模様 京都府京都市 木村　瑠那 京都教育大学附属京都小中学校 5



賞 部門 作品 住所 氏名 学校名 学年

佳作 小学生 百の歌ひびく学び舎せみの声 京都府京都市 石﨑　脩也 京都教育大学附属京都小中学校 5

佳作 小学生 川くだり桜の花が手におちる 京都府京都市 北村　ゆうと 京都教育大学附属京都小中学校 5

佳作 小学生 すいれんは時を伝える花時計 京都府京都市 白鳥　虎志 京都教育大学附属京都小中学校 5

佳作 小学生 かめおかのくりをほおばりあききたる 京都府京都市 小東　愛奈 京都教育大学附属京都小中学校 5

佳作 小学生 さんぽ道水面にうつる睡蓮花 京都府京都市 橘田　志道 京都教育大学附属京都小中学校 5

佳作 小学生 なみのおとほづがわくだりたのしいな 京都府亀岡市 鶴田　逢二郎 亀岡市立大井小学校 5

佳作 小学生 夏休みだらだらするのすごくいい 京都府亀岡市 浦松　兼大 亀岡市立大井小学校 5

佳作 小学生 石に舞う白い花びら桜石 京都府亀岡市 戎　遥可 亀岡市立大井小学校 6

佳作 小学生 マスクでも笑ってくらそう亀岡で 京都府亀岡市 並河　千聖 亀岡市立大井小学校 6

佳作 小学生 ふかいきりわたあめみたいおいしそう 京都府亀岡市 中井　光心 亀岡市立詳徳小学校 6

佳作 小学生 夏の風どんどん下るよ保津川下り 京都府亀岡市 水野　結慶 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 岩かげに見えたしっぽはアユモドキ 京都府亀岡市 伊狩　匠翔 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 桜石人より上手い桜の絵 京都府亀岡市 河邊　大晟 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 夏休みカレンダーみるともう終わり 京都府亀岡市 谷奥　結友 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 くだってくきりのカーテンあけながら 京都府亀岡市 瀨﨑　薫子 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 古石段緑におおわれ森となる 京都府亀岡市 伊藤　誠志 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 アユモドキ岩にかくれてにんじゃだな 京都府亀岡市 岡山　悠吾 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 武者行列かめまるだけはオープンカー 京都府亀岡市 直木　蘭楽 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 市の花のつつじが咲くころ笑顔さく 京都府亀岡市 古川　陽奈子 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 紅葉の葉川の流れに着いて行く 京都府京都市 水谷　かの子 京都教育大学附属京都小中学校 4

佳作 小学生 商店街右へ左へ親つばめ 京都府京都市 秋山　悠 京都教育大学附属京都小中学校 5

佳作 小学生 秋桜が夕日に照らされ笑ってる 兵庫県尼崎市 津村　帆香 尼崎市立上坂部小学校 5

佳作 小学生 しゃぼん玉大波小波風に乗る 兵庫県尼崎市 田村　碧彩 尼崎市立上坂部小学校 5

佳作 小学生 盆休みご先祖様に漫才を 兵庫県尼崎市 黒田　琉那 尼崎市立上坂部小学校 5

佳作 小学生 秋の空ひまわりのかげゆれている 京都府京都市 小林　かのん 京都市立朱雀第三小学校 3

佳作 小学生 時は今あみを片手にせみをとる 京都府亀岡市 佐藤　快俐 亀岡市立詳徳小学校 6

佳作 小学生 くりごはん黄色かがやく秋ひかる 京都府亀岡市 大賀　斗翔 亀岡市立つつじケ丘小学校 6

佳作 小学生 秋の川静かに流れる船と人 京都府亀岡市 蘆田　蒼空 亀岡市立つつじケ丘小学校 6



賞 部門 作品 住所 氏名 学校名 学年

佳作 中学生 お父さん日曜の朝蟻のよう 京都府京都市 木村　太河 京都教育大学附属京都小中学校 7

佳作 中学生 テスト前心も体もそぞろ寒 京都府京都市 三浦　すみれ 京都教育大学附属京都小中学校 7

佳作 中学生 ダンボール一面干しがき祖母の笑み 京都府京都市 堤　咲稀 京都教育大学附属京都小中学校 7

佳作 中学生 赤とんぼ砂の落書き消していく 京都府京都市 堂田　百々花 京都教育大学附属京都小中学校 7

佳作 中学生 秋空や見上げる度に吹っ切れる 京都府京都市 坂下　鈴奈 京都教育大学附属京都小中学校 7

佳作 中学生 秋の風うたたねさそうごじかんめ 京都府京都市 風早　柚里 京都教育大学附属京都小中学校 7

佳作 中学生 カエルさんわるいがここは僕の家 京都府亀岡市 小原　海樂 亀岡市立育親中学校 3

佳作 中学生 暑すぎて台風の目に入りたい 京都府亀岡市 吉村　光風子 亀岡市立育親中学校 3

佳作 中学生 伸びてたりくるまってたりこたつねこ 京都府亀岡市 中津　銀河 亀岡市立育親中学校 3

佳作 中学生 すべり台どうじにすべる赤とんぼ 京都府亀岡市 狩野　ゆら 亀岡市立育親中学校 2

佳作 中学生 蓮の花水面に映る仏様 京都府亀岡市 三上　乃愛 亀岡市立大成中学校 2

佳作 中学生 秋の山保津川鏡に化粧する 京都府亀岡市 亀岡　瑞希 亀岡市立亀岡川東学園 7

佳作 中学生 せみの声前ぶれもなく気配消す 京都府京都市 宮崎　郁人 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 風が吹く春が散りゆく乱れゆく 京都府京都市 神谷　遥 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 保津川の無邪気な君に恋した夏 京都府京都市 合志　知優 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 散歩道煙たい匂い夏恋し 京都府京都市 津田　陽佳里 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 甲子園肩で風切るきみの顔 京都府京都市 増渕　柚 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 ゆらゆらと揺れる桜と恋心 京都府京都市 森　夏凛 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 夏朝日目をおおう手はまだ赤い 京都府京都市 櫻井　温世 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 僕の目に映る母は本能寺 京都府京都市 助野　瑛菜 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 秋の田の米の稲見て蜻蛉見て 京都府京都市 田中　なつ 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 鈴虫や視線は本から窓の外 京都府京都市 出口　咲木子 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 仁王立ち君と桜がキマッてる 京都府京都市 原　さくら 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 長袖をまくる私と秋の蝉 京都府京都市 白樫　優奈 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 畦道に石仏笑う曼珠沙華 京都府京都市 播磨　優 京都教育大学附属京都小中学校 9

佳作 中学生 登校中髪が濡れる霧のまち 京都府亀岡市 田中　唯衣 亀岡市立南桑中学校 3

佳作 中学生 雨がやみ瓦に月が移りける 京都府亀岡市 宮出　柏 亀岡市立南桑中学校 3

佳作 中学生 セミが泣く私のほうが泣きたいよ 京都府亀岡市 福井　来夢 亀岡市立南桑中学校 3

佳作 中学生 花よりも日のあるところ秋の蝶 京都府亀岡市 山本　煌馬 亀岡市立南桑中学校 2

佳作 中学生 きりの中テストの点数見えてくる 京都府亀岡市 栗山　侑夏 亀岡市立南桑中学校 2

佳作 中学生 あかね雲桔梗のむこうに君の影 京都府亀岡市 大下　峻 亀岡市立南桑中学校 2

佳作 中学生 帰り道私のとなりに赤とんぼ 京都府亀岡市 福知　真歩 亀岡市立南桑中学校 2
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佳作 中学生 霧深し開けてしまった玉手箱 京都府亀岡市 安井　瑛美 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 亀岡に麒麟がこない夏がきた 京都府亀岡市 太田　安滋 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 打ちとった真夏の空に指をさす 京都府亀岡市 満林　陽生 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 受験生心の底から怒られる 京都府亀岡市 城野　詩歩 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 かかしかと思って見るとおじいちゃん 京都府亀岡市 江見　暖奈 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 太陽がソフトクリームに宣戦布告 京都府亀岡市 杉村　朔 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 亀岡の儚い夏のスターマイン 京都府亀岡市 中島　勇輝 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 コスモスの向こうに見える笑顔かな 京都府亀岡市 田上　花 亀岡市立別院中学校 2

佳作 中学生 入試の日一層濃くなる篠の霧 京都府亀岡市 乾　利央 亀岡市立東輝中学校 3

佳作 中学生 とどくかなきりにかすんだぼくの思い 京都府亀岡市 湯川　琳登 亀岡市立東輝中学校 3

佳作 中学生 青田風少し静かなスタジアム 京都府亀岡市 江口　巴菜 亀岡市立亀岡中学校 1

佳作 中学生 花の雨新たな門へ降り注ぐ 京都府亀岡市 瀨間　伊織 亀岡市立亀岡中学校 1

佳作 中学生 夏休みコロナのせいで暇人だ 京都府亀岡市 田之上　聖歌 亀岡市立亀岡中学校 1

佳作 中学生 宿題が終わる気しない夏休み 京都府亀岡市 田中　陸斗 亀岡市立亀岡中学校 1

佳作 中学生 扇風機片手に歩く炎天下 京都府亀岡市 岩尾　菜月 亀岡市立亀岡中学校 1

佳作 中学生 夏終わる走る光秀燃ゆる空 京都府亀岡市 志手　あゆみ 亀岡市立亀岡中学校 1

佳作 中学生 風車風ないときは見つめ合う 京都府亀岡市 田村　清葉 亀岡市立亀岡中学校 1

佳作 中学生 亀岡駅で家族待ち飽き一人月 京都府亀岡市 湯川　綾斗 亀岡市立亀岡中学校 3

佳作 中学生 愛犬のしっぽ見歩む星月夜 京都府亀岡市 大西　佐和 亀岡市立亀岡中学校 3

佳作 中学生 桜石年中無休で営業中 京都府亀岡市 山本　健人 亀岡市立詳徳中学校 3

佳作 中学生 草刈り機残した花束ヒガンバナ 京都府亀岡市 田村　明 亀岡市立南桑中学校 3

佳作 中学生 カレンダー時間よ止まれ夏止まれ 奈良県五條市 植田　歩美 五條市立五條東中学校 3

佳作 中学生 打ち水に逆上したるアスファルト 鳥取県西伯郡大山町 川﨑　拓夢 大山町立中山中学校 3

佳作 中学生 夏休みカバンの中の問題集 鳥取県西伯郡大山町 田中　瞭伍 大山町立中山中学校 3

佳作 中学生 亀鳴くと気分は光秀タイムスリップ 京都府京田辺市 髙橋　美月 京田辺市立大住中学校 3

佳作 中学生 マスク越しコスモスの香り嗅ぎ取れぬ 京都府京田辺市 髙橋　永晋 京田辺市立大住中学校 3

佳作 中学生 君の目にうつる花火になれたなら 京都府京田辺市 伊藤　風花 京田辺市立大住中学校 3

佳作 中学生 粘ってもやっぱり寝ちゃう五時間目 京都府京田辺市 長田　直己 京田辺市立大住中学校 3

佳作 中学生 かっこいいそんなあなたはマスク詐欺 京都府京田辺市 稲井　美 京田辺市立大住中学校 1

佳作 中学生 花火では麒麟がいつも駆けまわる 京都府京田辺市 竹林　晏冶 京田辺市立大住中学校 1

佳作 中学生 夏の夜布団の冷たいとこ探る 京都府綴喜郡井手町 脇本　朔太郎 井手町立泉ヶ丘中学校 3

佳作 中学生 大晦日みんなでジャンプ午前0時 京都府綴喜郡井手町 村田　サキ 井手町立泉ヶ丘中学校 3


