
問い合わせ先　教育委員会社会体育係　（32）6114

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 坂田　涼真 7分36秒 優勝  佐藤公一郎 12分10秒 優勝  美斉津　智 12分29秒
第2位 高橋　綾斗 7分47秒 第2位  竹内　　歩 12分22秒 第2位  北田　智志 13分12秒
第3位 竹内　　碧 7分55秒 第3位  鷹野　　開 12分40秒 第3位  善財　宏昌 13分58秒

小学生低学年女子の部 小学生高学年女子の部 高校一般女子の部
優勝 岩崎　沙織 8分27秒 優勝  荻原　未優 14分04秒 優勝  森川　光子 15分42秒
第2位 斉藤和佳那 8分33秒 第2位  井上　鈴奈 14分09秒 第2位  木内　文恵 17分33秒
第3位 美齊津栞乃 8分43秒 第3位  畑中真由香 14分22秒 第3位  松田　恵美 17分47秒

小学生中学年男子の部 中学生男子の部
優勝 舟田　拓斗 13分52秒 優勝  栁澤　　陸 12分10秒
第2位 佐藤　空弥 13分59秒 第2位  根田　基希 12分26秒
第3位 酒井　　瞬 14分05秒 第3位  小林　瑞樹 12分34秒

小学生中学年女子の部 中学生女子の部
優勝 柳沢　風花 14分34秒 優勝  遠藤　美憂 18分42秒
第2位 髙山　さき 14分52秒 第2位  渡邉　夢衣 21分09秒
第3位 泰井　柊香 15分01秒 第3位  大井　優希 21分20秒

第29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 スーパーＸ 荻原　昊大 土屋　伊吹 高鹿　将達 25分05秒
第2位 ゴーストドラゴンズ 坂田　涼真 中山　雄心 金澤　蒼海 25分21秒
第3位 最強ドラゴン 大木　咲翔 渡辺　空蒼 長津　諒太 25分35秒

小学生中学年男子の部
優勝 スクランブル 酒井　　瞬 瓜生　扇莉 東城　　航 44分14秒
第2位 スポーツ大好きッズ 舟田　拓斗 小林　聖明 土屋　幸輝 47分45秒
第3位 サーティーワン 松田　晴弥 土屋　裕聖 篠原　光陽 47分46秒

小学生高学年男子の部
優勝 北小ジャイアンツ 佐々木陽冬 古越　　良 林　　亮太 39分24秒
第2位 ドラゴンロード 竹内　　歩 渡辺　勇陽 浅水屋晃太 39分51秒
第3位 ソーダフロート２ 佐藤公一郎 金澤　隆誠 小林　徳馬 41分11秒

中学生男子の部
優勝 Ｍ・Ｒ・Ｙ 根田　基希 栁澤　　陸 荻原　悠輔 37分33秒
第2位 打倒卓球部！！ 栁澤　任瑠 小林　瑞樹 大浦　悠輝 40分45秒
第3位 ホモ・サピエンス 相馬　大晟 髙田　侑慶 竹之内大吾 43分13秒

高校一般男子の部
優勝 ３０’Ｓ 森角　亮介 山川　満久 佐藤　智和 46分35秒
第2位 ＺＭＯ 大岡　　晋 村田　佳祐 善財　宏昌 52分44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 みつばチーム 竹内　美穂 矢島　あこ 山越　咲葉 27分58秒
第2位 フラワースター 斉藤和佳那 山口　春奈 今井　伸子 28分16秒
第3位 ＡＨＫガールズ 宮下　姫花 美齊津栞乃 大木　愛唯 29分02秒

小学生中学年女子の部
優勝 白龍 柳沢　風花 佐藤　優衣 泰井　柊香 45分49秒
第2位 Ｒ☆Ｍ☆Ｋ 古越　理子 黒岩未菜帆 松田　小粋 50分49秒
第3位 ピーチソーダ 山本　日菜 金沢　美海 髙山　さき 50分54秒

小学生高学年女子の部
優勝 スマイルクローバー 畑中真由香 高柳菜乃香 井上　鈴奈 43分34秒
第2位 ＭＭＢ６ 内堀　愛優 内堀　亜弓 中山　みほ 45分32秒
第3位 ＭＭＢ５ 長沢　美吹 常久　綾乃 茂木　菜緒 47分03秒

第8回町民団体マラソン大会 結果
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　火災予防をテーマとした第8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933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73点の作品が出品され、去る10月10日の審査会におい

て、5年生の部で銅賞を受賞する力作も見られました。

　11月10日、佐久広域連合消防本部において、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。

　入賞作品は、12月5日（木）～10日（火）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。

平成25年度第8回佐久広域連合防火ポスター展入賞作品（御代田町関連）

5年生の部　銅賞
南小学校　相場裕斗

4年生の部　優良賞
南小学校　篠原美風

4年生の部　優良賞
南小学校　尾沼うらら

5年生の部　優良賞
南小学校　長橋陽奈

5年生の部　優良賞
南小学校　茂木萌夏

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25年度 第8回
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