
（敬称略）

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（1・2年）男子の部 小学生高学年（5・6年）男子の部 高校・一般男子の部
1 瓜生　扇莉 7分34秒 1 佐々木陽冬 12分44秒 1 北田　智志 12分39秒
2 三本木義将 7分42秒 2 古越　祐介 12分49秒 2 丸山　進一 13分06秒
3 丸山　大晴 7分44秒 3 古越　　良 12分59秒 3 市村　雄佐 13分49秒
小学生低学年（1・2年）女子の部 小学生高学年（5・6年）女子の部 高校・一般女子の部
1 佐々木琴未 8分11秒 1 櫻井　真優 15分02秒 1 森川　光子 15分48秒
2 渡辺　姫華 8分27秒 2 舟田　千夏 15分07秒 2 木内　文恵 17分09秒
3 望月　花佳 8分59秒 3 梅村菜々子 15分20秒 3 工藤佐絵子 18分57秒
小学生中学年（3・4年）男子の部 中学生男子の部
1 梅村　　聡 13分53秒 1 小林　達哉 11分13秒
2 森川　景允 14分14秒 2 小林　諒也 11分17秒
3 高山　希羽 14分35秒 3 柳澤　　陸 11分38秒
小学生中学年（3・4年）女子の部 中学生女子の部
1 畑中真由香 14分28秒 1 酒井　菜月 12分34秒
2 井上　鈴奈 14分53秒 2 小林結衣子 13分01秒
3 長沢　美吹 15分46秒 3 中山未菜美 13分27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

小学生低学年（1・2年）男子の部
1 ファイアーX 栁澤　文翔 篠原　　光 金井賢士朗 24分45秒
2 御代田北小野球小僧 内堀　崚生 三本木義将 丸山　大晴 24分46秒
3 RLKチーム 内堀　　陸 金澤　洸輝 桑嶋　琳寧 25分45秒

小学生中学年（3・4年）男子の部
1 トライグリフォン 森川　景允 木島　悠斗 浅沼　尚士 45分34秒
2 ともだちーズ25 高山　希羽 梅村　　聡 岩間　　慧 46分22秒
3 黄金ドラゴンズ 佐藤　空弥 奥田　蒼太 堀篭　貴一 48分36秒

小学生高学年（5・6年）男子の部
1 ドラゴンシューターズ 林　　亮太 古越　　良 佐々木陽冬 38分54秒
2 ソーダフロート 小林　徳馬 佐藤公一郎 山本　翔瑛 41分48秒
3 肉まん 渡邉　勇陽 土屋舜太朗 栁澤　紀陽 47分15秒

中学生男子の部
1 御代田中男子A 柳澤　　陸 荻原　悠輔 小林　諒也 34分40秒
2 御代田中男子B 竹内　敬亮 廣瀬　　洸 平澤　佑汰 36分47秒
3 御代田中男子E 小井土雅佳 毛見　彰吾 外池　恭兵 39分17秒

高校・一般男子の部
1 チーム役場 市村　雄佐 丸山　進一 土屋　高志 41分41秒
2 南小teachers 善財　宏昌 森角　亮介 成田　陽介 45分08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（1・2年）女子の部
1 スターチーム 浅沼　花歩 土屋　奈桜 重田　彩名 28分09秒
2 プリティーガールズ 渡辺　姫華 竹内　夢羽 鷹野　　葵 28分28秒
3 パワフルガールズ 望月　花佳 比田井心優 青木　葉月 31分05秒

小学生中学年（3・4年）女子の部
1 サウザンド・サニー 井上　鈴奈 松山　朋代 高柳菜乃香 49分06秒
2 サニーガールズ 原田　優海 畑中真由香 佐藤　未有 50分07秒
3 ミニバスチーム 長沢　美吹 秦　梨伽子 茂木　菜緒 51分52秒

小学生高学年（5・6年）女子の部
1 ジャニーズ大好きチーム 上村　　温 武井万由子 舟田　千夏 49分51秒
2 りんご 堀篭　琴芽 尾台紗也加 梅村菜々子 50分18秒
3 御代田南小SC女子 青山　鈴果 櫻井　真優 中沢　優花 53分16秒

中学生女子の部
1 御代田中女子A 中山未菜美 内堀　瑠寧 酒井　菜月 39分29秒
2 御代田中女子C 新田　美月 加藤　菜々 黒岩　月乃 45分10秒
3 御代田中女子B 小林結衣子 高橋　実夕 大井　綾乃 45分35秒
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第20回きなんしまつりきなんしまつり
芸能発表会（10月27日）
子どもから大人まで、町内の35団体462名の皆さんが1年間の練習の成果を発表しました。
大勢の方々からあたたかい拍手がおくられました。

※芸能発表会の写真をエコールみよたラウンジで展示しています。

（パドルストレッチ）

（あやめ会）

（御代田バレエ）

（岳風会　あつもり教場）

（童謡と唱歌を愛する会）

（浅霧会御代田支部）

総合文化展（11月1日～4日）
町内の皆さまより601点の作品が集まり、1,000名の来館をいただきました。ありがとうございました。

（茶道） （書道） （裂き織り）

展示

体験コーナー
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