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エコールみよたのエントランスホールで開催してきましたサロンコンサートですが、
今年度の総集編をクリスマスコンサートとして開催します。
さまざまな音楽で楽しいひとときをお過ごしください。

広いホールで書き初めを書きませんか。

◎平成31年1月12日（土）
　内容「大相撲の歴史Ⅰ～大鷲・相撲人生～」
◎平成31年2月16日（土）
　内容「大相撲の歴史Ⅱ～大鷲・相撲人生～」
　講師：株式会社 大鷲 社長 伊藤 平 氏

エコールサロンコンサートinクリスマス

書き初めを書こう参加者募集！

今年の歴史講座は、【大相撲の歴史】を学びます。

日　時　12月15日（土）開演　午後3時（開場　午後2時40分）
場　所　エコールみよた　あつもりホール
入場料　無料
出演者　MIYOTAカルテット（弦楽四重奏）
　　　　いだ りえ（シャンソン）、大島 恒（ハーモニカ）、Wind Tune（バンド）
　　　　岩崎 文子（ピアノソロ）、松平 珠美（パーカッション）
　　　　宮入 満智子（ピアノ伴奏）
曲　目　聖夜&歓喜の歌、白い恋人達、クリスマスイブ、アベマリア、クリスマスメドレー

日　時　平成31年1月4日（金）　午後1時30分～4時
場　所　エコールみよた　あつもりホール
対　象　町内の小学3年生から6年生まで
定　員　50名（定員になり次第締め切り）
講　師　書道愛好会の皆さん
申込方法　12月1日（土）～　窓口および電話にて
受付時間　午前9時～午後5時（火曜日～土曜日）

時　　間　受付：午後1時40分～　講義：午後2時～
場　　所　エコールみよた　大会議室
申込方法　12月1日（土）午前9時～ 窓口および電話にて
定　　員　50名（定員になり次第締め切り）

公民館歴史講座　受講生募集のお知らせ

　講師は、現役時代に幕内力士として活躍され、現
在は佐久市の相撲料理・ちゃんこ鍋で有名な大鷲の
社長である伊藤平氏をお招きします。普段あまり知
ることのできない角界の世界を学びましょう。
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問い合わせ先　B&G海洋センター（32）6114

第34回町民健康マラソン大会 結果

団体部門（女子）　
順位 チーム名 氏名 氏名 氏名 合計タイム

小学生中学年女子の部
優勝 さん・サン・SUN 栁澤茉莉花 小澤　虹子 吉田　真子 49分24秒
第2位 リトルランナーズ 中村　美海 栁澤　千咲 荻原佐緒理 51分48秒
第3位 三つば 町田　百花 木下　莉緒 今井　紗希 55分55秒

小学生高学年女子の部
優勝 MMB 太田　千陽 佐々木斐梨 川井莉央那 44分41秒
第2位 ACY34 大湊あかね 小山　知華 齋藤　優羽 48分15秒
第3位 REIN 小林　菜々 大浦　奈緒 横尾　翠 50分00秒

中学生女子の部
優勝 T&F御代田 山越　咲葉 古越　茉帆 池田　遥 45分11秒
第2位 KINOKOの山 今井　伸子 倉嶋　深優 浦澤明日里 46分12秒

高校・一般女子３kmの部
優勝 御代田のはち子 山浦　美帆 渡邉　幸恵 掛川　貴恵 1時間05分03秒

団体部門（男子）　※団体部門はチーム3人の合計タイムで順位を決定しています。
順位 チーム名 氏名 氏名 氏名 合計タイム

小学生中学年男子の部
優勝 K・K・T 黒岩　知生 大木　倖翔 行田　啓杜 44分57秒
第2位 ハシレルーヤ　よしこ 依田　碧生 清水　大雅 小林　理央 46分42秒
第3位 KRK 丸山　瑠也 塩野谷光馬 古越　奏多 48分13秒

小学生高学年男子の部
優勝 蹴人夢 山本　啓介 竹内　碧 三尾　遙輝 40分53秒
第2位 ゲーム三銃士 古越　瑛空 栁澤　聖那 古越　　兆 42分59秒
第3位 野球＆サッカー 佐々木星音 栁澤　太雅 小池　太陽 43分58秒

中学生男子の部
優勝 T&F御代田　A 酒井　瞬 大木　咲翔 今関　隼也 38分45秒
第2位 御代田中サッカー部　A 土屋　良真 土屋　伊吹 小林　広弥 39分52秒
第3位 T&F御代田　B 飯田　更 木村　伊吹 中山　雄心 41分30秒

高校・一般男子３kmの部
優勝 アプリコット 栁澤　陸 上林　篤弥 神津　亮太 44分28秒
第2位 上田信用金庫御代田支店 飯島　亨収 上原　拓也 土屋　孝雄 49分41秒
第3位 御代田のはっちゃん 飯島　裕史 木下　大輔 岩下　力 51分35秒

第13回町民団体マラソン大会 結果

個人部門　※小学生低学年の部は1.5㎞、小学生中学年の部以上は3.5㎞のコースで行われました。
順位 氏名 タイム 順位 氏名 タイム 順位 氏名 タイム

ファミリーの部 小学生中学年女子の部 中学生女子の部
優勝 中村　充／中村優月 ８分15秒 優勝 渡辺　歩実 14分34秒 優勝 倉嶋　深優 14分17秒
第2位 荻原　俊／荻原桃李 ８分45秒 第2位 栁澤茉莉花 14分59秒 第2位 古越　茉帆 14分44秒
第3位 本多哲也／本多桜子 ８分51秒 第3位 中村　美海 16分34秒 第3位 池田　　遥 15分07秒

小学生低学年男子の部 小学生高学年男子の部 高校一般男子３kmの部
優勝 櫻井　逞翔 ７分43秒 優勝 三尾　遙輝 13分17秒 優勝 廣瀬　　洸 11分26秒
第2位 荻原　拓斗 ７分44秒 第2位 小池　太陽 13分24秒 第2位 上林　篤弥 13分30秒
第3位 楜澤　優統 ７分57秒 第3位 竹内　　碧 13分33秒 第3位 市川　　充 13分58秒

小学生低学年女子の部 小学生高学年女子の部 高校一般女子３kmの部
優勝 渡辺　空咲 ８分36秒 優勝 佐々木斐梨 13分04秒 優勝 林　　藍 16分22秒
第2位 青木茉莉香 ８分37秒 第2位 齋藤　優羽 14分55秒 第2位 渡邉　夢衣 17分52秒
第3位 千葉　杏那 ８分42秒 第3位 吉田　純子 14分58秒 第3位 掛川　貴恵 19分27秒

小学生中学年男子の部 中学生男子の部 高校一般男子６kmの部
優勝 大木　倖翔 13分58秒 優勝 酒井　　瞬 12分34秒 優勝 小平　義久 25分10秒
第2位 依田　碧生 14分53秒 第2位 土屋　良真 12分46秒 第2位 大木　竜磨 25分37秒
第3位 黒岩　知生 14分57秒 第3位 小林　広弥 12分49秒 第3位 長坂冨士夫 30分53秒
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