
賞 部門 作品 住所 氏名 学校名 学年

大賞
「明智光秀賞」 神輿立つ丹波の空を押し上げて 神奈川県川崎市 久保田　聡

亀岡市長賞 小学生 スタジアム雲海光秀ぼくの街 京都府亀岡市 山本　紘太朗 亀岡市立つつじケ丘小学校 5

亀岡市長賞 中学生 麦わら帽被れば祖父の匂いして 京都府京都市 山本　依空 京都教育大学附属京都小中学校 7

亀岡市長賞 一般 たまねぎの甘さはきりのかくしあじ 京都府亀岡市 村上　知英子

亀岡市教育長賞 小学生 窓ぎわにコスモスいける花係 岐阜県大垣市 齋藤　史明 大垣市立東小学校 4

亀岡市教育長賞 中学生 遠花火の暗闇にりんごあめかじる 京都府亀岡市 竹岡　亜惟子 亀岡市立育親中学校 1

亀岡市教育長賞 一般 窓側に君トロッコの風さやか 京都府亀岡市 木村　直貴

審査委員特別賞
「坪内稔典賞」

小学生 まっ白や亀岡のきりランリュック 京都府亀岡市 岡本　咲友 亀岡市立詳徳小学校 3

審査委員特別賞
「坪内稔典賞」

中学生 台風と母の勢い負けてない 京都府亀岡市 吉田　美結 亀岡市立南桑中学校 3

審査委員特別賞
「坪内稔典賞」

一般 田を植えて亀岡盆地光りあう 京都府亀岡市 井上　實

自然環境文化賞
「山折哲雄賞」

小学生 セミの声歓声重なるスタジアム 京都府亀岡市 奥山　未桜 亀岡市立安詳小学校 6

自然環境文化賞
「山折哲雄賞」

中学生 クワガタも弟みたいに遊んでる 京都府亀岡市 岩﨑　りりあ 亀岡市立南桑中学校 1

自然環境文化賞
「山折哲雄賞」

一般 湖のごと盆地を沈め丹波霧 京都府亀岡市 内藤　智美

優秀賞 小学生 保津川で手を振り合うよトロッコと 京都府亀岡市 松本　彩葉 亀岡市立つつじケ丘小学校 5

優秀賞 小学生 かわくだりじしんのようにゆれている 京都府亀岡市 藤田　温暉 亀岡市立つつじケ丘小学校 5

優秀賞 小学生 タンポポやそらとぶかぜのあかちゃんだ 台湾　屏東県 羅　葦琪 崇華小学校 6

優秀賞 中学生 夏休み母と俺とのゴング鳴る 京都府亀岡市 奥村　宙翔 亀岡市立育親中学校 2

優秀賞 中学生 花火咲く同時に聞こえた「君が好き」 京都府亀岡市 田上　花 亀岡市立別院中学校 3

優秀賞 中学生 友と吹くサクソフォンの音青田道 滋賀県彦根市 山下　由莉 彦根市立南中学校 3

優秀賞 一般 銀河濃し試合なき日のスタジアム 京都府八幡市 大山　文子

優秀賞 一般 山よりの霧が霧呼ぶ沈下橋 静岡県磐田市 緒方　恵美

優秀賞 一般 石垣に潜む光陰星流る 愛知県名古屋市 山田　由美子

第5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 みんな見て赤一面のそがべの里 京都府亀岡市 佐藤　由樹登 亀岡市立つつじケ丘小学校 5

奨励賞 小学生 アユモドキ自慢の川でステイホーム 京都府亀岡市 出口　真帆 亀岡市立安詳小学校 6

奨励賞 小学生 光秀公と桜といっしょにハイチーズ 京都府亀岡市 林田　侑桜 亀岡市立安詳小学校 6

奨励賞 小学生 顔が出てようやくあえたねしのかぶら 京都府亀岡市 山口　絢愛 亀岡市立安詳小学校 6

奨励賞 小学生 かみなりと私の家までかけっこだ 京都府京都市 天野　穂香 京都教育大学附属京都小中学校 3

奨励賞 小学生 プールの日帰ってからもゆられてる 京都府京都市 北岡　あおい 京都教育大学附属京都小中学校 3

奨励賞 小学生 いわしぐも校庭ながれる応援歌 京都府亀岡市 植田　恋羽 亀岡市立大井小学校 5

奨励賞 小学生 川ゆれてうつるは私と彼岸花 京都府八幡市 三宅　陽菜心 八幡市立八幡小学校 6

奨励賞 小学生 さんま焼き頭まで食べるお姉ちゃん 京都府八幡市 廣瀬　夕子 八幡市立八幡小学校 6

奨励賞 小学生 夏の夜こわ～い話しは断固拒否 京都府八幡市 森田　雛里 八幡市立八幡小学校 6

奨励賞 小学生 鰯雲ねむりを誘う月曜日 京都府京都市 堺　遥香 京都教育大学附属京都小中学校 6

奨励賞 小学生 鏡ごしこちらをのぞくひな人形 京都府京都市 宗林　市乃 京都教育大学附属京都小中学校 6

奨励賞 小学生 赤蜻蛉指にとまって母を呼ぶ 京都府京都市 西村　柚菜 京都教育大学附属京都小中学校 6

奨励賞 中学生 天の川難解問題解けぬまま 鳥取県西伯郡大山町 山田　葉純 大山町立中山中学校 3

奨励賞 中学生 道場に汗がしたたる体落とし 京都府亀岡市 森　瑛仁 亀岡市立南桑中学校 3

奨励賞 中学生 青空とヒマワリに似合う推し 京都府亀岡市 三宅　柚里 亀岡市立南桑中学校 3

奨励賞 中学生 限定のバーガー片手に秋の空 京都府亀岡市 中村　直央 亀岡市立南桑中学校 1

奨励賞 中学生 鰯雲自転車の子ら一直線 京都府亀岡市 近藤　蒼花 亀岡市立南桑中学校 2

奨励賞 中学生 秋にはねモンブランをね食べまくる 京都府亀岡市 米丸　旺汰 亀岡市立詳徳中学校 1

奨励賞 中学生 コンクール早朝出発蝉の声 京都府亀岡市 谷　怜香 亀岡市立亀岡中学校 3

奨励賞 中学生 光秀公桜の似合ういい男 京都府亀岡市 吉川　綺乃 亀岡市立亀岡中学校 3

奨励賞 中学生 茶つみ歌おかんの背中西日かな 京都府京都市 中東　明花里 京都教育大学附属京都小中学校 7

奨励賞 中学生 保育園干し柿並ぶ午後三時 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 8

奨励賞 中学生 金木犀テストだらけのカレンダー 京都府京都市 革嶋　真貴子 京都教育大学附属京都小中学校 8

奨励賞 中学生 今年もか帰省ラッシュのインタビュー 京都府綾部市 村上　綸 綾部市立何北中学校 3

奨励賞 中学生 ひまわりやとがった心まるくする 静岡県裾野市 杉山　華里奈 裾野市立須山中学校 1

奨励賞 一般 鶏も母も畑に秋の昼 京都府京田辺市 古野　由美子

奨励賞 一般 みちづれのはじめは霧の川下り 大阪府三島郡島本町 大島　幸男

奨励賞 一般 鳥渡る視線の先に父と母 京都府京都市 小寺　篤子

奨励賞 一般 鰯雲一村巡るツーリング 滋賀県甲賀市 藤田　啓子

奨励賞 一般 空へ文字大きく書く子豊の秋 京都府京都市 松澤　美智枝

奨励賞 一般 木の実落つ指示を待ちゐる盲導犬 滋賀県甲賀市 猪飼　和代

奨励賞 一般 初霞川は名をかへ海を指す 島根県安来市 矢削　みき子

奨励賞 一般 野分晴トロッコ列車の客となり 三重県津市 堀田　房子

奨励賞 一般 光秀も過客のひとり雲の峰 神奈川県横浜市 合志　星羅

奨励賞 一般 トロッコの澄む秋をゆく汽笛かな 京都府亀岡市 西ヶ開　公一

奨励賞 一般 小中の母校統合花すすき 京都府亀岡市 西田　政子

奨励賞 一般 釣竿の先より降りぬ峡の駅 京都府船井郡京丹波町 本谷　眞治郎
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佳作 小学生 くものゆかあるいてみたいぼくのまち 京都府亀岡市 　條　遥葵 亀岡市立つつじケ丘小学校 5

佳作 小学生 およいでるながしそうめんつかまえた 京都府亀岡市 薄刃　あおい 亀岡市立つつじケ丘小学校 5

佳作 小学生 アユモドキ見上げてみれば桜散る 京都府亀岡市 北澤　菫恵 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 おじいちゃん桜きれいでしょ天の上で 京都府亀岡市 木村　幸音 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 山ねてる白いきりきて朝ねてる 京都府亀岡市 前川　琥太郎 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 光秀の見据える先は霧の果て 京都府亀岡市 渡邉　啓仁 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 蝉の声どこもかしこも蝉の声 京都府亀岡市 松宮　愛結 亀岡市立安詳小学校 6

佳作 小学生 見上げると入道雲のおでましだ 京都府京都市 清田　硯翔 京都教育大学附属京都小中学校 3

佳作 小学生 青い空にゅうどう雲が絵を描いた 京都府向日市 長谷川　和奏 京都教育大学附属京都小中学校 3

佳作 小学生 ひまわりを見上げるぼくもせがのびた 京都府京都市 髙藤　良旭 京都教育大学附属京都小中学校 3

佳作 小学生 によど川朝のカヌーのパドルこぎ 京都府京都市 山内　可偉 京都教育大学附属京都小中学校 3

佳作 小学生 あじさいやぼくの目の中すきとおる 京都府京都市 森　海然 京都教育大学附属京都小中学校 3

佳作 小学生 たたみべやうちわ手にとる父がいる 京都府京都市 福島　雪佳 京都教育大学附属京都小中学校 3

佳作 小学生 ねったいやふとんは右に身は左 京都府京都市 槇納　陽 京都教育大学附属京都小中学校 3

佳作 小学生 にんじゃ村にんじゃのふくにあせにじむ 京都府京都市 芦田　美月 京都教育大学附属京都小中学校 3

佳作 小学生 お日さまににゅうどうぐもがよく見える 京都府京都市 杉本　寛太 京都教育大学附属京都小中学校 3

佳作 小学生 保津川の朝霧をかくかいの音 京都府亀岡市 山川　俊明 亀岡市立亀岡小学校 6

佳作 小学生 どんぐりだみてたらトトロ思いだす 京都府八幡市 東川　光基 八幡市立八幡小学校 6

佳作 小学生 もみじがりゆっくり流れる赤い星 京都府八幡市 守山　海智 八幡市立八幡小学校 6

佳作 小学生 運動会息ぴったしでダンスおどる 京都府八幡市 川角　陽 八幡市立八幡小学校 6

佳作 小学生 ひっつき虫服についたらめんどくさい 京都府八幡市 北本　天悠 八幡市立八幡小学校 6

佳作 小学生 夏休み毎日プール丸こげだ 京都府八幡市 黒野　梨愛 八幡市立八幡小学校 6

佳作 小学生 今年こそさんまをうまく食べてやる 京都府八幡市 井上　武重 八幡市立八幡小学校 6

佳作 小学生 かもなすはトマトみたいな丸い形 京都府亀岡市 小橋　りくと 亀岡市立畑野小学校 3

佳作 小学生 寒すぎて最近体育したくない 京都府亀岡市 沼田　奏夏 亀岡市立詳徳小学校 6

佳作 小学生 かかしさんコスモス畑の管視人 京都府亀岡市 髙谷　和楓 亀岡市立詳徳小学校 6

佳作 小学生 夏の朝せなかにのこるあせのあと 京都府亀岡市 道上　小春 亀岡市立詳徳小学校 6

佳作 小学生 いわしつりたべてにがくてたべたくない 京都府亀岡市 浅田　隆太郎 亀岡市立詳徳小学校 6

佳作 小学生 秋の夜だんごは近く月遠く 京都府向日市 浦部　一緒 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 はなびらが落ちた先には犬の鼻 京都府京都市 林　咲都希 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 風を切る見たのはテープ運動会 京都府京都市 諏訪　太河 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 冬の朝口は開いて目開かず 京都府京都市 髙橋　結以花 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 汗だくで野球のみんなと銭湯へ 京都府京都市 福西　栄仁 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 台風で一度は思う休校に 京都府京都市 志知　泰昌 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 朝に見る母の頭は入道雲 京都府京都市 笹沼　陽香 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 花火の火一発ごとにある想い 京都府京都市 野村　悠太郎 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 エサやると寄ってくるメダカ三代目 京都府京都市 秋山　悠 京都教育大学附属京都小中学校 6
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佳作 小学生 光秀の頭に子ねこのせてみる 京都府京都市 小東　あいな 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 きりぎりす岩のかげでの雨宿り 京都府京都市 中野　麻帆 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 あさがおやまどの外には笑顔さく 京都府京都市 富樫　里紗 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 終電後つゆ草ゆれる無人駅 京都府京都市 横山　猛 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 つかまるなつかまるもんかオニヤンマ 京都府京都市 舛井　愛理 京都教育大学附属京都小中学校 6

佳作 小学生 夏休みしゃてきで千円なくなった 京都府亀岡市 日置　颯亮 亀岡市立亀岡川東学園 5

佳作 小学生 あおむしはジャンプもするよアゲハの子 京都府京都市 山本　真梨子 京都教育大学附属桃山小学校 5

佳作 小学生 秘境駅一人で降りて滝の音 京都府宇治市 堂元　栄汰 京都教育大学附属桃山小学校 5

佳作 小学生 夕立は雲の親子が喧嘩中 京都府京都市 林　知沙 京都教育大学附属桃山小学校 5

佳作 小学生 太陽に「おはよう」と言う向日葵よ 台湾　屏東県 陳　思瑜 崇華小学校 6

佳作 小学生 大自然の滑り台かな夏の滝 台湾　屏東県 邱　苺苺 崇華小学校 6

佳作 小学生 川の底ゆらゆら映る雲の峰 奈良県奈良市 新井　かのん 奈良女子大学附属小学校 6

佳作 小学生 髪に触れ嬉し恥ずかし休暇明け 奈良県奈良市 那須　和奏 奈良女子大学附属小学校 6

佳作 小学生 夕立や傘あらへんで濡れましょか 大阪府東大阪市 松本　夏芽 奈良女子大学附属小学校 6

佳作 小学生 アイスティーぐびぐび飲んでまだ夏だ 奈良県奈良市 安井　柚稀 奈良女子大学附属小学校 6

佳作 小学生 兄ちゃんとうわぐつあらう秋の風 岐阜県大垣市 齋藤　正晃 大垣市立東小学校 2

佳作 小学生 泳ぐこと楽しくなったバタフライ 兵庫県尼崎市 中村　奏斗 尼崎市立上坂部小学校 3

佳作 小学生 流星群そんなに急いでどこへ行く 兵庫県尼崎市 柏木　心那 尼崎市立上坂部小学校 4

佳作 小学生 柏餅葉から飛び出す夏の夜 兵庫県尼崎市 馬渕　悠生 尼崎市立上坂部小学校 4

佳作 小学生 夏の家ハアハア言ってる犬がいる 兵庫県尼崎市 山本　兵剛 尼崎市立上坂部小学校 5

佳作 小学生 さつまいももくもく煙おばけ出た 兵庫県尼崎市 古谷　悠晴 尼崎市立上坂部小学校 5

佳作 中学生 胡瓜手に真っ赤な顔でかぶりつく 鳥取県西伯郡大山町 前田　蒼衣 大山町立中山中学校 3

佳作 中学生 消しゴムのスリーブ捨てる卒業生 鳥取県西伯郡大山町 渡邉　建彦 大山町立中山中学校 3

佳作 中学生 真夜中に月には明かす胸のうち 京都府亀岡市 治田　愛未 亀岡市立南桑中学校 3

佳作 中学生 友と川覚悟を決めて崖ダイブ 京都府亀岡市 並河　蓮 亀岡市立南桑中学校 3

佳作 中学生 シュート打ち揺れるネットと夏の風 京都府亀岡市 外村　夏帆 亀岡市立南桑中学校 3

佳作 中学生 春風が打席の緊張解いていく 京都府亀岡市 若林　宏季 亀岡市立南桑中学校 3

佳作 中学生 雷でテンション上がるなぜだろう 京都府亀岡市 田中　美桜里 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 ブランコに揺られてずっと待ちぼうけ 京都府亀岡市 西村　楽輝 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 雪合戦小さな月が舞い上がる 京都府亀岡市 今西　優芽愛 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 枝豆の入ってる袋でねてみたい 京都府亀岡市 山𦚰　麟太郎 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 夏休みズームの前で逃げられない 京都府亀岡市 朝稲　眞平 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 登下校バッタが僕を通せんぼ 京都府亀岡市 二摩　龍之介 亀岡市立南桑中学校 1

佳作 中学生 子供たち雷雨とともにさわぎだす 京都府亀岡市 北村　悠大 亀岡市立詳徳中学校 3

佳作 中学生 梅雨明けのマリーゴールド元気かな 京都府亀岡市 西村　奈々 亀岡市立詳徳中学校 3

佳作 中学生 炎天に仲間とはげむ３×３ 京都府亀岡市 丸岡　隼 亀岡市立詳徳中学校 1

佳作 中学生 雨上がり明るい雲にバトンパス 京都府亀岡市 平田　涼 亀岡市立育親中学校 2
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佳作 中学生 愛犬と一緒に歩く影の上 京都府亀岡市 船坂　蒼空 亀岡市立育親中学校 2

佳作 中学生 歩くたび揺れる青草に散る飛蝗 京都府亀岡市 浅野　光希 亀岡市立育親中学校 3

佳作 中学生 稲光り自分が映ったガラス窓 京都府亀岡市 福井　咲希 亀岡市立育親中学校 3

佳作 中学生 春日坂左右にゆれる猫じゃらし 京都府亀岡市 船坂　兎和 亀岡市立育親中学校 1

佳作 中学生 雲海のふとんの中から日がのぞく 京都府亀岡市 吉見　知音 亀岡市立亀岡中学校 1

佳作 中学生 太陽にさからうような赤トマト 京都府亀岡市 小高　涼帆 亀岡市立亀岡中学校 1

佳作 中学生 ひまわりはぼくたちのことよく見てる 京都府亀岡市 奥田　頼煌 亀岡市立亀岡中学校 1

佳作 中学生 さよならとおもわずいわせる赤蜻蛉 京都府亀岡市 山田　蓮真 亀岡市立亀岡中学校 3

佳作 中学生 シラサギよ独りながめる地平線 京都府亀岡市 井上　瑞貴 亀岡市立亀岡中学校 3

佳作 中学生 耐えに耐え顔を出したり蕗の薹 京都府亀岡市 松村　真春 亀岡市立亀岡中学校 3

佳作 中学生 ゆっくりと時が流れる子供の日 京都府亀岡市 齋藤　翔 亀岡市立亀岡中学校 3

佳作 中学生 風を受け揺れるコスモス一目惚れ 京都府亀岡市 仲井　琴音 亀岡市立亀岡中学校 3

佳作 中学生 我一人欠場決まる立夏の日 京都府亀岡市 明田　知朗 亀岡市立亀岡中学校 3

佳作 中学生 落ちる汗張られたネットふえの音 京都府亀岡市 池上　結佳 亀岡市立亀岡中学校 3

佳作 中学生 夕立に打たれてけわし鬼瓦 京都府亀岡市 吉本　芽生 亀岡市立亀岡中学校 3

佳作 中学生 夏魚釣れずに想う祖父の腕 京都府亀岡市 竹田　龍叶 亀岡市立亀岡中学校 3

佳作 中学生 オリオン座二人見上げて頬赤らむ 京都府亀岡市 大橋　晟翔 亀岡市立亀岡中学校 3

佳作 中学生 秋乗せてトロッコ列車進みゆく 京都府亀岡市 山内　みいな 亀岡市立東輝中学校 1

佳作 中学生 光秀公銅像だけど花見する 京都府亀岡市 澤田　明孝 亀岡市立東輝中学校 1

佳作 中学生 秋燕西日輝く赤い羽 京都府亀岡市 的場　蘭 亀岡市立東輝中学校 1

佳作 中学生 秋になるスタバの新作飲みたいな 京都府亀岡市 久田　采音 亀岡市立東輝中学校 1

佳作 中学生 あしばやにさりゆくあきについていく 京都府亀岡市 弥田　乙葉 亀岡市立東輝中学校 1

佳作 中学生 受験前不安をほぐすおみそ汁 京都府亀岡市 奥野　宝 亀岡市立東輝中学校 3

佳作 中学生 花火見てあんぱんたべる家の庭 京都府亀岡市 浅山　祥多郎 亀岡市立別院中学校 3

佳作 中学生 テスト前途方もなく広がる入道雲 京都府京都市 北東　深怜 京都教育大学附属京都小中学校 7

佳作 中学生 真緑のもみじのはしは赤色に 京都府京都市 守﨑　空 京都教育大学附属京都小中学校 7

佳作 中学生 桜石聖なる花を閉じこめて 京都府京都市 名古屋　はる 京都教育大学附属京都小中学校 7

佳作 中学生 弟の声を頼りにスイカ割り 京都府京都市 髙橋　昊来 京都教育大学附属京都小中学校 7

佳作 中学生 テニスして日々進行する日焼けかな 京都府京都市 井上　真奈 京都教育大学附属京都小中学校 7

佳作 中学生 ああいやだひょいひょいよける銀杏を 京都府京都市 江口　小遥 京都教育大学附属京都小中学校 7

佳作 中学生 溶けてゆくわたあめのよう夏祭り 京都府京都市 高橋　美織 京都教育大学附属京都小中学校 8

佳作 中学生 秋の空夜空にうかぶおばあちゃん 京都府京都市 小山　浩平 京都教育大学附属京都小中学校 8

佳作 中学生 帰り道ぎんなん踏むなけんけんぱ 京都府京都市 堤　咲稀 京都教育大学附属京都小中学校 8

佳作 中学生 扇風機さけぶ君をながめてる 京都府京都市 幸道　一樹 京都教育大学附属京都小中学校 8

佳作 中学生 秋風に背中おされていってきます 京都府亀岡市 畑　夏帆 亀岡市立亀岡川東学園 8

佳作 中学生 霧深し盆地なのに亀の岡 京都府亀岡市 加茂　大和 亀岡市立亀岡川東学園 8

佳作 中学生 疲れはてカクつく頭ししおどし 京都府亀岡市 中澤　陽 亀岡市立亀岡川東学園 9
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佳作 中学生 キンモクセイ歩けばふいに猫の声 京都府亀岡市 岸　悠仁 亀岡市立亀岡川東学園 9

佳作 中学生 甲子園セミよりひびく金属音 静岡県裾野市 松枝　将希 裾野市立須山中学校 3

佳作 中学生 探り足在り処を探る霜柱 静岡県裾野市 徳田　唯花 裾野市立須山中学校 2

佳作 中学生 花火の夜僕は鉛筆握りしめ 静岡県裾野市 根上　健 裾野市立須山中学校 3

佳作 中学生 浴衣着て破れたポイ持つ幼い手 静岡県裾野市 根上　秋穂 裾野市立須山中学校 2

佳作 中学生 食欲がめっちゃ出てくる九月一日 京都府綴喜郡井手町 西田　梨華 井手町立泉ヶ丘中学校 1

佳作 中学生 最響を皆で奏でる文化祭 京都府亀岡市 村井　心菜美 亀岡市立詳徳中学校 2

佳作 中学生 スタジアム勝てば官軍桔梗かな 京都府亀岡市 正木　駿多 亀岡市立亀岡中学校 2


