田村支部中学校新人体育大会結果
〈三春町小学校体育交歓会 〉
▼ ５年男子
第 回 三春町小学校体育交歓会結果
▽ １００メートル
１位 大石田航希（御木沢）
田村支部中学校体育大会と三春町小学校体育交歓会が行われ
２位 高橋汐紀（岩江２）
ました。結果は、次のとおりでした。（※ 敬称略）
３位 芳賀寛人（三春２）
〈田村支部中学校新人体育大会〉
▽ １０００メートル
２
位
稲
葉
翔
（
岩
江
中
）
１位 栁沼祐哉（中郷）
３位 吉田圭吾（岩江中）
２位 高橋 慧（三春１）
▽ 女子団体
３位 神 博斗（三春３）
１位 要田中学校
▽ メートルハードル
▽ 女子個人
１位 栁沼祐哉（中郷）
１位 大内美似（要田中）
２位 伊藤純平（三春１）
３位 金塚美咲希（要田中）
３位 高橋 慧（三春１）
▽ 女子１年個人
▽ 走り幅跳び
３位 大内理愛（要田中）
１位 大石田航希（御木沢）
▽ 女子ダブルス
２位 浦山友成（中妻）
１位 菅野・本田（要田中）
３位 宗像拓海（中郷）
▼ 剣道
▽ 走り高跳び
▽ 男子団体
１位 箭内大己（御木沢）
１位 三春中学校
２位 佐久間裕人（沢石）
▽ 男子個人
３位 佐久間遊大（三春３）
２位 大内 啓（三春中）
▽ ソフトボール投げ
３位 佐藤駿介（三春中）
１位 渡邉小次郎（三春１）
▽ 女子個人
２位 高橋汐紀（岩江２）
３位 村田恵利（三春中）
３位 影山 諒（中妻）
▽ ４×１００メートルリレー
１位 御木沢小学校
２位 三春小学校２
３位 三春小学校１
▼ ５年女子
▽ １００メートル
１位 清水目伶衣（三春２）
２位 原田伽香（三春２）
３位 助川陽香（岩江２）
▽ ８００メートル
１位 佐久間有沙（沢石）
２位 市川美樹（三春３）
３位 儀同優茉（御木沢）
▽ メートルハードル
１位 武田彩音（中妻）
２位 市川美樹（三春３）
▼ 軟式野球
３位 三春中学校
▼ ソフトボール
３位 桜中学校
▼ サッカー
３位 岩江中学校
▼ ソフトテニス
▽ 男子団体
１位 要田中学校
３位 沢石中学校
▽ 女子団体
１位 三春中学校
３位 岩江中学校
▽ 男子個人
２位 鈴木・加藤（要田中）
３位 遠藤・佐藤（要田中）
３位 市川・丹治（三春中）
▽ 女子個人
１位 飯・魵沢（三春中）
２位 渡辺・高野（三春中）
▼ バレーボール
▽ 男子
２位 桜中学校
▽ 女子
３位 岩江中学校
▼ バスケットボール
▽ 男子
３位 三春中学校
▼ 卓球
▽ 男子団体
２位 岩江中学校
３位 三春中学校
▽ 男子個人
３位 菅井祐大（三春中）
▽ 男子１年個人
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３位 遠藤麻夜（御木沢）
▽ 走り幅跳び
１位 吉田美穂（三春１）
２位 渡邉花菜子（中妻）
３位 小澤香純（岩江２）
▽ 走り高跳び
１位 清水目伶衣（三春２）
２位 影山沙也花（三春３）
３位 助川陽香（岩江２）
▽ ソフトボール投げ
１位 黒羽遥菜（三春２）
２位 堂山彩加（三春１）
３位 栁沼佑佳（中郷）
▽ ４×１００メートルリレー
１位 三春小学校２
２位 三春小学校３
３位 三春小学校１
▼ ６年男子
▽ １００メートル
１位 松本 周（中妻）
２位 齋藤奨太（三春２）
３位 渡辺 翔（御木沢）
▽ １０００メートル
１位 上石敦士（中妻）
２位 浪岡 巧（三春２）
３位 加藤佑介（中妻）
▽ メートルハードル
１位 新田克希（中妻）
２位 渡邉直人（岩江１）
３位 浪岡 巧（三春２）
▽ 走り幅跳び
１位 齋藤奨太（三春２）
２位 上石敦士（中妻）
３位 吉田真吾（三春１）
▽ 走り高跳び
１位 吉田直也（中妻）
２位 松本 周（中妻）
３位 長谷川望夢（御木沢）
▽ ソフトボール投げ
１位 渡辺 翔（御木沢）
２位 渡辺祐希（岩江１）

３位 渡辺凌真（沢石）
▽ ４×１００メートルリレー
１位 中妻小学校
２位 三春小学校２
３位 岩江小学校１
▼ ６年女子
▽ １００メートル
１位 杉内もも（岩江２）
２位 宗像麻理（中郷）
３位 五十嵐美紗（三春１）
▽ ８００メートル
１位 曽我ななか（中郷）
２位 栁沼英里（三春２）
３位 影山翔子（中妻）
▽ メートルハードル
１位 本多 結（中郷）
２位 栁沼英里（三春２）
３位 増子ほの香（岩江１）
▽ 走り幅跳び
１位 杉内もも（岩江２）
２位 五十嵐美紗（三春１）
３位 宗像麻理（中郷）
▽ 走り高跳び
１位 影山美穂（中妻）
２位 影山玲那（中郷）
３位 佐藤智菜美（御木沢）
▽ ソフトボール投げ
１位 曽我ななか（中郷）
２位 佐藤千里（三春１）
３位 橋本優奈（三春２）
▽ ４×１００メートルリレー
１位 中郷小学校
２位 岩江小学校２
３位 中妻小学校
※ 太字は大会新記録
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地域の子どもは地域のみんなで育てましょう！
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卓球女子団体で優勝した要田中学校のみなさん
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