
個人の部
順位 氏名 記録

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。

小学生低学年（1・2年）男子の部
優勝 舟田　拓斗 7分51秒
第2位 佐藤　空弥 7分56秒
第3位 堀篭　貴一 8分09秒 順位 氏名 記録 順位 氏名 記録
小学生低学年（1・2年）女子の部 小学生高学年（5・6年）男子の部 中学生女子の部

優勝 高山　さき 7分56秒 優勝 黒岩　隆二 13分03秒 優勝 酒井　菜月 13分14秒
第2位 泰井　柊香 8分16秒 第2位 茂木　胤斗 13分17秒 第2位 中山　未菜美 13分38秒
第3位 柳澤　風花 8分17秒 第3位 荻原　克崇 13分22秒 第3位 塩本　早央里 13分58秒
小学生中学年（3・4年）男子の部 小学生高学年（5・6年）女子の部 高校・一般男子の部

優勝 瓜生　森羅 13分07秒 優勝 佐藤　優里彩 14分08秒 優勝 阿部　慎伸 13分56秒
第2位 竹内　歩 13分10秒 第2位 小林　美希 14分16秒 第2位 善財　宏昌 14分17秒
第3位 林　亮太 13分18秒 第3位 有坂　真琴 14分22秒 第3位 古越　真一 15分35秒
小学生中学年（3・4年）女子の部 中学生男子の部 高校・一般女子の部

優勝 櫻井　真優 15分03秒 優勝 内堀　大輔 11分16秒 優勝 木内　文恵 16分04秒
第2位 内堀　亜弓 15分30秒 第2位 荻原　京介 11分26秒 第2位 森川　光子 16分27秒
第3位 山屋　佳怜 16分07秒 第3位 荻原　宏崇 11分38秒 第3位 宮原　沙織 17分54秒

団体の部　（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 選手名 選手名 選手名 記録

小学生低学年（1・2年）男子の部
優勝 ミラクルドラゴン 堀篭　貴一 坂田　悠悟 佐藤　空弥 25分03秒
第2位 もえろ！ドラゴンズ 三本木義将 丸山　大晴 内堀　崚生 26分19秒
第3位 かづしんこうせい 中山　雅月 古越　　伸 竹内　晃成 26分53秒

小学生低学年（1・2年）女子の部
優勝 しおん＆さいか＆さき根田　志恩 大井　哉佳 高山　さき 26分13秒
第2位 クローバーチーム 山本　日菜 飯島　　萌 手塚　沙藍 31分06秒
第3位 ハッピーチーム 内堀　桃奈 中山　香怜 山岸　美桜 32分03秒

小学生中学年（3・4年）男子の部
優勝 ファイヤードラゴンズ 林　　亮太 古越　　良 佐々木陽冬 40分42秒
第2位 ドラゴン．ロード 竹内　　歩 瓜生　森羅 一場　拓人 41分00秒
第3位 ちびっ子123ズ！！ 岩間　　慧 髙山　希羽 梅村　　聡 47分17秒

小学生中学年（3・4年）女子の部
勝 もみじチーム 有坂　千紘 山屋　佳怜 田中さくら 49分07秒
第2位 ミラクルクローバーズ 松山　朋代 井上　鈴奈 高柳菜乃香 53分26秒
第3位 御代田南SC4年女子 青山　鈴果 櫻井　真優 中沢　優花 56分46秒

小学生高学年（5・6年）男子の部
優勝 ・・・ゴリーラー 尾台　直哉 中島　隆雅 正橋　拓己 42分04秒
第2位 チーム走り屋 内堀　光陽 佐藤　晴樹 古越　祐介 42分05秒
第3位 野球魂 大友隆太郎 江橋　直人 藤野　寅然 43分19秒

小学生高学年（5・6年）女子の部
優勝 ラッキー3人組 芝田　鈴美 内堀　美優 小林　美希 43分18秒
第2位 昨日負けちゃったチーム 有坂　真琴 加藤　成美 佐藤優里彩 44分27秒
第3位 キュートサマームーン 遠藤　和美 本庄　瑠奈 舟田　千夏 47分50秒

中学生男子の部
優勝 御代田中学校D 小林　達哉 頼田　竜也 荻原　宏崇 36分24秒
第2位 御代田中学校B 荻原　京介 小井土博哉 荻野　祐太 38分31秒
第3位 御代田中学校A 内堀　大輔 内堀　連 荻原　悠輔 38分41秒

中学生女子の部
優勝 御代田中ガールズB 酒井　菜月 内堀　瑠音 中山未菜美 41分41秒
第2位 御代田中ガールズA 塩本早央里 土屋なつみ 金井　梨里 43分37秒

高校・一般男子の部
優勝 龍神 水澤　良光 直井　義和 田中　俊太 53分36秒

高校・一般女子の部
優勝 北小美女団その3 宮原　沙織 木内　文恵 松本　由記 53分57秒

11月6日開催 結果
第27回町民健康マラソン大会
第６回町民団体マラソン大会
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第19回きなんしまつりきなんしまつり
芸能発表会（10月30日）
子どもから大人まで、町内の29団体409名の皆さんが1年間の練習の成果を発表しました。今年は新しく3団
体の皆さんも参加され、大勢の方々からあたたかい拍手がおくられました。

※芸能発表会の写真展示をエコールみよたラウンジで展示しています。

（北小学校2年）

（コカリナアンサンブル さくら）

（文化箏みよたと文化箏みよた斉藤教室）

（スポーツダンス）

（御代田コーラス）

（チームきくちゃん家）

総合文化展（11月3日～6日）
町内の皆さまより５９６点の作品が集まり、７３５名の来館をいただきました。ありがとうございました。

（お茶席） （陶芸） （裂き織り）

展示

体験コーナー
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