
平成 ３０ 年度 人権擁護啓発ポスターコンクール 12団体賞受賞作品

知事賞 京都市長賞 京都府教育委員会教育長賞 京都市教育長賞

与謝野町立加悦中学校 ２年 京都市立桃陵中学校 ３年 精華町立東光小学校５年 京都市立周山中学校 ３年

村 知尋 池上 清音 井上 大暉 髙林 ゆり

京都府市長会会長賞 京都府町村会長賞 京都府人権擁護委員連合会長賞 京都商工会議所会頭賞

宇治市立宇治小学校 ２年 相楽東部広域連合立笠置中学校 ３年 京都市立久我の杜小学校 １年 京都市立西院小学校 １年

三木 穂夏 割石 空良 豊澤 虹夢 太田 千鶴

京都府商工会連合会会長賞 京都府中小企業団体中央会会長賞 京都府農業協同組合中央会会長賞 京都府社会福祉協議会会長賞

井手町立泉ヶ丘中学校 ３年 京都市立柊野小学校 ６年 京都市立桃山中学校 １年 府立福知山高等学校附属中学校 ２年
山本 澪 中江 美柚 今中 愛 北島 凜風

優 秀 賞
亀岡市立詳徳小学校 １年 ザイラ フワイダ 京都市立西京極小学校 ５年 谷口奈々美 南丹市立八木中学校 １年 治田紗也奈
八幡市立中央小学校 ２年 松本 祐 福知山市立遷喬小学校 ６年 友金 楓菜 亀岡市立亀岡中学校 ２年 太田 千尋
井手町立井手小学校 ３年 上坂 心愛 京田辺市立草内小学校 ６年 藤田 唯尋 相楽東部広域連合立笠置中学校 ３年 田 桜
南丹市立八木西小学校 ３年 治田夕希穂 長岡京市立長岡第九小学校 ６年 古瀬 慈輝 京都市立桃山中学校 １年 森 大騎
宇治市立大久保小学校 ４年 中村 天香 京田辺市立草内小学校 ６年 仁頃 梨子 京都市立双ヶ丘中学校 ３年 野口 亮
京田辺市立大住小学校 ４年 藤本 真唯 京田辺市立草内小学校 ６年 登 銀宙輝 京都市立桃山中学校 ３年 德山 新菜
京都市立山階小学校 ４年 髙田ここな 相楽東部広域連合立和束小学校 ６年 井上 紗奈 京都精華学園高等学校 ２年 稲澤 福人
長岡京市立長岡第五小学校 ５年 橋本 真綾 京都市立下鴨小学校 ６年 宮﨑嘉奈子 京都精華学園高等学校 ２年 松宮 良美
長岡京市立長岡第七小学校 ５年 佐々木 絢 京都市立朱雀第四小学校 ６年 四谷萌々花 京都精華学園高等学校 ２年 祢宜 夏美
木津川市立木津川台小学校 ５年 近重 明優 京都市立錦林小学校 ６年 上田 菜緒 京都精華学園高等学校 ２年 仁木望乃梨
京都市立嵯峨小学校 ５年 植田 真歩 京都市立西院小学校 ６年 甲斐 千晴 京都精華学園高等学校 ３年 賀集 怜名

佳 作
精華町立東光小学校 １年 越智 偲幹 精華町立精北小学校 ５年 松浦 悠人 綾部市立八田中学校 １年 田中 茉優
亀岡市立青野小学校 １年 船坂 夢華 宮津市立宮津小学校 ５年 竹室 充織 京都市立桃山中学校 １年 宮川奈緒子
京丹後市立橘小学校 １年 井上 早優 京都市立待鳳小学校 ５年 山岸 亜祐 京都市立大淀中学校 １年 大石 紗
精華町立精華台小学校 ２年 佐多 香穂 京都市立衣笠小学校 ５年 髙木 悠 八幡市立男山中学校 ２年 有本 帆花
亀岡市立つつじケ丘小学校 ２年 長野 小春 京都市立嵯峨小学校 ５年 森田 琉心 八幡市立男山第二中学校 ２年 宮田 采奈
南丹市立園部小学校 ２年 大石 直紘 長岡京市立長岡第九小学校 ６年 武井 彩音 八幡市立男山第三中学校 ２年 石田 萌恵
宮津市立府中小学校 ２年 福田 優太 長岡京市立長岡第九小学校 ６年 大谷 勘太 亀岡市立亀岡中学校 ２年 藤原 智仁
京都市立明徳小学校 ２年 利 羽琉 長岡京市立長岡第九小学校 ６年 清水菜央多 亀岡市立亀岡中学校 ２年 髙見 紗帆
京都市立百々小学校 ２年 藤崎 由奈 宇治市立三室戸小学校 ６年 真田 理心 府立福知山高等学校附属中学校 ２年 田 敬子
井手町立多賀小学校 ３年 岡本 彩 八幡市立橋本小学校 ６年 白糸 藍里 府立福知山高等学校附属中学校 ２年 中瀬 葉波
精華町立川西小学校 ３年 松本江梨果 京田辺市立草内小学校 ６年 近藤 咲希 舞鶴市立青葉中学校 ３年 松本 陽花
亀岡市立つつじケ丘小学校 ３年 湯浅 遥妃 京田辺市立草内小学校 ６年 西田 結香 京都市立西京極中学校 ３年 伊賀並葉月
京田辺市立大住小学校 ４年 髙橋 朋晃 井手町立井手小学校 ６年 今西 音葉 京都市立双ヶ丘中学校 ３年 堀 愛梨杏
京田辺市立大住小学校 ４年 可児 舞雪 亀岡市立亀岡小学校 ６年 井上 萌 京都市立開睛小中学校 ８年 渡邉李里香
京田辺市立大住小学校 ４年 千本 真楓 福知山市立遷喬小学校 ６年 出水 佑樹 府立北嵯峨高等学校 １年 瀧本 麻衣
京都市立鏡山小学校 ４年 辰巳 衿香 福知山市立遷喬小学校 ６年 中垣 七海 京都精華学園高等学校 ２年 中井 一陽
京都市立嵯峨野小学校 ４年 口 椎奈 福知山市立遷喬小学校 ６年 細田 華稟 京都精華学園高等学校 ３年 森田みのり
向日市立向陽小学校 ５年 山口 晃寛 京都市立岩倉北小学校 ６年 今井野々香
向日市立第２向陽小学校 ５年 上埜 波瑠 京都市立安朱小学校 ６年 池口 紗希


