
部　門 順　位 チーム名 氏　名 記　録

小学生中学年
男子の部

優　勝 ＴＨＲ 櫻井　逞翔 綱川　寛人 林　　璃音 44分20秒
第２位 Mr.ハテナ 高橋　歩武 小林　龍翔 荻原　拓斗 45分34秒
第３位 きせいちゅう第２号 井手　日葵 黒田　裕太 尾台　陽太 49分43秒

小学生中学年
女子の部

優　勝 ＡＭＹガールズ 千葉　杏那 荻野美乎音 古市　優空 52分28秒
第２位 ＳＮＯＯＰＹ 小山　詩絵 今井　小枝 飯沼　真季 52分50秒
第３位 チームＨＭＳ 佐々木萌衣 水野　はな 河副　桜子 57分35秒

小学生高学年
男子の部

優　勝 ＫＲＫ 古越　奏多 丸山　瑠也 小林　　慶 48分23秒
第２位 ＭＨＲチーム 佐藤　柾希 古越　来和 吉田　晴翔 48分25秒
第３位 - - - - -

小学生高学年
女子の部

優　勝 さん・サン・ＳＵＮ 栁澤茉莉花 小澤　虹子 吉田　真子 48分35秒
第２位 ＹＭＣ 小林　千遥 西村友夏理 町田　百花 49分34秒
第３位 リトルランナーズ３ 中村　美海 荻原佐緒理 栁澤　千咲 50分13秒

中学生男子の部
優　勝 脳内メソポタミヤ文明 大木　咲翔 今関　隼也 飯田　　更 38分37秒
第２位 ぼくたちプリキュア 中山　旺星 田中　　遥 金丸　詩旺 39分58秒
第３位 御代田中陸上部 早﨑　蒼心 鈴木　陽大 掛川　　龍 46分19秒

中学生女子の部
優　勝 御代田中陸上部Ａ 吉田　純子 山越　美和 市川　麻奈 51分37秒
第２位 毒キノコシスターズ 山口あやの 成澤　璃奈 佐藤　小春 54分10秒
第３位 御代田中陸上部Ｂ 小山　知華 小関　そら 山岸　杏香 57分36秒

高校・一般男子
３kmの部

優　勝 シチズンマシナリー チームC 竹村　勇音 石川　嗣己 原　　満彦 44分25秒
第２位 きのこよりたけのこ派 齋藤　　翔 清水　陸人 山浦　彰彦 47分56秒
第３位 御代田北小 男性教員チーム 宮澤　雅法 上倉　一晃 白倉　　隼 49分51秒

高校・一般女子
３kmの部

優　勝 シチズンマシナリー チームＡ 中島　玉絵 神矢　美月 リタ・メーリ ジェーン 1時間0分21秒
第２位 - - - - -
第３位 - - - - -

祝 成人おめでとう 令和２年度成人式を開催

御代田駅前イルミネーション

※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。

問い合わせ先　B&G海洋センター（32）6114問い合わせ先　教育委員会生涯学習係（32）2770

第15回 町民団体マラソン大会結果

　御代田町商工会主催による御代田駅前イルミネーションを今年も開催します。このイルミネーションは平成
12年からスタートし、今年で20年目を迎える毎年恒例のイベントです。
　この冬も、約１万球の電球が御代田駅前ロータリーを彩ります。ぜひご覧ください。

　成人式を迎える皆さま、またご家族の皆さまにお祝い申し上げます。
　新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、8月の開催を延期しましたが、成人式が一生に一度の大切な節目
であることから以下のとおり感染防止対策を十分講じた上で開催を決定しました。

【本年度の成人式対象者】
平成12年４月２日～平成13年４月１日生まれの御代田中学卒業生および町内在住の皆さま

※該当する皆さまへ、住民票登録先住所にご案内を発送しました。まだお手元に届いていない方は
お問い合わせください。

【新型コロナウイルス感染症対策】
＊ウイルス感染の可能性がある方、体調のすぐれない方は出席をご遠慮ください。
＊受付では検温、手指消毒にご協力ください。全体での写真撮影以外の時間はマスク着用をお願いします。
　受付後は会場内で「思い出のビデオ」を上映していますのでご覧ください。
＊今年度は式典のみ行います。例年開催している会食を伴う祝賀会は実施しません。
＊式典終了後は、混雑緩和のため係員の指示に従って順番に会場・敷地内から退場をお願いします。

令和２年度成人式日程
開催日:令和３年１月３日（日）

会　場：エコールみよた／主　催：御代田町
【受 　　付】 午後1時～ 2時
①式　　典 午後2時～ 2時30分
②写真撮影 午後2時30分～ 3時30分

問い合わせ先
御代田町商工会　　　　（32）5435
産業経済課商工観光係　（32）3113

《点 灯 式》
日時 12月３日（木） 午後５時から

※どなたでも、参加できます。
　当日は、おにかけうどん150食

が無料にて、ふるまわれます。

第36回 町民健康マラソン
　　　　　大会結果

●小学生

順位
低学年 中学年 高学年

男　子 女　子 男　子 女　子 男　子 女　子
氏　名 記　録 氏　名 記　録 氏　名 記　録 氏　名 記　録 氏　名 記　録 氏　名 記　録

優　勝 神宮　　稜 7分26秒 中村　優月 7分46秒 林　　璃音 14分10秒 三昌　美咲 16分21秒 篠原　汰一 12分16秒 渡辺　歩実 14分39秒
第２位 栁澤　大和 7分28秒 土屋亜久梨 8分18秒 櫻井　逞翔 14分27秒 千葉　杏那 16分56秒 佐藤　柾希 13分50秒 栁澤茉莉花 15分22秒
第３位 井手　梛月 7分29秒 樫山　美鈴 8分29秒 高橋　歩武 14分38秒 渡邊　空咲 16分57秒 渡邊　空暖 14分01秒 小林　千遥 15分26秒
●中学生

順位 男　子 女　子
氏　名 記　録 氏　名 記　録

優　勝 中山　旺星 12分24秒 吉田　純子 16分20秒
第２位 今関　隼也 12分29秒 山越　美和 17分06秒
第３位 大木　咲翔 12分31秒 山口あやの 17分13秒

●高校一般
順位 男子3㎞の部 女子3㎞の部 男子6㎞の部 女子6㎞の部

氏　名 記　録 氏　名 記　録 氏　名 記　録 氏　名 記　録
優　勝 白鳥　　敦 12分23秒 神矢　美月 16分00秒 加藤　基行 25分21秒 小平美那子 27分55秒
第２位 市川　　充 13分27秒 宇野　要子 16分50秒 中山　陽輝 28分37秒 - -
第３位 浅沼　尚士 13分37秒 白鳥　明音 17分06秒 大木　竜磨 35分35秒 - -

●ファミリーの部
順位 氏　名 記　録

優　勝 水口　朋哉／水口　凌成 8分30秒
第２位 吉田　朋訓／吉田　詩苑 8分31秒
第３位 小平　義久／小平　己鉄 8分48秒
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