
問い合わせ先　教育委員会社会体育係　（32）6114

第30回町民健康マラソン大会 結果

団体部門（男子）　※団体部門はチーム3名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

小学生低学年男子の部
優勝 ツインドラゴン 古越　　兆 堀篭　　禅 中山　旺星 26分48秒
第2位 ドラゴン 片山琥太郎 水野　楓太 篠原　大雅 27分28秒
第3位 レッド 黒岩　柊太 三尾　遙輝 土屋　托真 27分30秒

小学生中学年男子の部
優勝 フラッシュ 酒井　瞬 木村　伊吹 瓜生　扇莉 42分23秒
第2位 GOGO ストライカーズ 金井賢士朗 篠原　光 栁澤　文翔 44分07秒
第3位 ＲＬＫ 内堀　陸 桑嶋　琳寧 金澤　洸輝 46分05秒

小学生高学年男子の部
優勝 Ｋ★Ｓ★Ｓ 佐藤　空弥 堀篭　貴一 奥田　蒼太 44分01秒
第2位 チーム逃走中 斎藤　祐輝 三井　仁稀 太田　　樹 44分47秒
第3位 トライグリフォンⅢ 浅沼　尚士 木島　悠斗 森川　景允 46分14秒

中学生男子の部
優勝 大中小 竹内　　歩 一場　拓人 瓜生　森羅 37分12秒
第2位 御代田Ａ４２ 山本　　尚 原田　隼輔 古越　一輝 39分59秒
第3位 御代田ＹＧＫ 佐藤　海里 清水　強生 黒岩　大和 40分42秒

高校一般男子の部
優勝 北小RUN・らん・ラン♪ 美斉津　智 元山　雄三 齋藤　達明 45分19秒

団体部門（女子）　
順位 チーム名 氏名 氏名 氏名 合計タイム

小学生低学年女子の部
優勝 虹色スター 岩崎　沙織 川井莉央那 古越　愛梨 25分31秒
第2位 クローバードラゴン 佐藤　虹花 横山　璃胡 金澤　結愛 30分7秒
第3位 フラワー 佐藤　花菜 吉田　純子 渡邉　芽衣 30分56秒

小学生中学年女子の部
優勝 ＭＭＢ4 佐々木琴未 堀篭さくら 笹沢　百葉 45分54秒
第2位 スターチーム2014 重田　彩名 浅沼　花歩 土屋　奈桜 51分46秒
第3位 レインポップ 望月　花佳 比田井心優 安斉　真未 53分11秒

小学生高学年女子の部
優勝 チームＦuＮaＳhu 泰井　柊香 栁沢　風花 小林　佳奈 45分44秒
第2位 Ｒ・Ｎ・Ｙ 原田　優海 高柳菜乃香 井上　鈴奈 45分56秒
第3位 ＭＭＢ６ 茂木　菜緒 常久　綾乃 長沢　美吹 46分26秒

中学生女子の部
優勝 御代田Ｍarvel 小林　葉月 古越　微唯 丸山　那菜 43分17秒
第2位 御代田チームＨＵＫ 梅村菜々子 萩原　日和 小須田ゆあ 45分28秒
第3位 卓球女子Ｂ 大井　優希 青山　鈴果 村杉　美夢 54分59秒

第9回町民団体マラソン大会 結果

11月2日
個人部門　※小学生低学年の部は1.5km、小学生中学年の部以上は3.0km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

小学生低学年男子の部 小学生高学年男子の部 高校一般男子の部
優勝 三尾　遙輝 7分58秒 優勝 浅沼　尚士 13分00秒 優勝 池田　祥太 13分00秒
第2位 竹内　　碧 7分59秒 第2位 太田　　樹 14分10秒 第2位 美斉津　智 13分03秒
第3位 原田五郎八 8分04秒 第3位 齋藤賢志朗 14分12秒 第3位 大木　竜磨 13分06秒

小学生低学年女子の部 小学生高学年女子の部 高校一般女子の部
優勝 岩崎　沙織 7分46秒 優勝 栁沢　風花 14分23秒 優勝 森川　光子 15分42秒
第2位 佐々木斐梨 8分12秒 第2位 井上　鈴奈 14分25秒 第2位 山口　智美 17分41秒
第3位 齋藤　優羽 8分13秒 第3位 長沢　美吹 14分52秒

小学生中学年男子の部 中学生男子の部
優勝 酒井　瞬 13分30秒 優勝 荻原　慎二 11分33秒
第2位 瓜生　扇莉 13分45秒 第2位 佐藤　海里 11分52秒
第3位 金井賢士朗 13分47秒 第3位 竹内　　歩 12分07秒

小学生中学年女子の部 中学生女子の部
優勝 佐々木琴未 14分01秒 優勝 梅村菜々子 12分48秒
第2位 渡辺　姫華 15分21秒 第2位 古越　微唯 14分20秒
第3位 堀篭さくら 15分38秒 第3位 丸山　那菜 14分27秒
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　火災予防をテーマとした第9回佐久広域連合防火ポスター展に、今年は佐久広域管

内11市町村の小学校4・5・6年生から1,133点と多くの作品が出品されました。

　御代田町からも南・北小学校から81点の作品が出品され、去る10月8日の審査会にお

いて、5年生の部で金賞、4年生の部で銀賞を受賞する力作も見られました。

　11月16日、防火ポスター展表彰式が開催され、入賞された皆さんへ表彰状が授与さ

れました。

平成26年度 第9回佐久広域連合防火ポスター展入賞作品（御代田町関連）

4年生の部
銀賞
御代田北小
塩野谷 丈辰

5年生の部
金賞
御代田南小
村杉 夢佳

5年生の部
優良賞
御代田南小

荻原 諒

5年生の部
優良賞
御代田南小

久保田 悠翔

佐久広域連合防火ポスター展
入賞作品展示のお知らせ

平成26年度 第9回

入賞作品は、12月5日（金）から12月10日（水）までの間、「エコールみよた」にて展
示されますので、ぜひご覧ください。
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