
　町の出来事や頑張っている皆さんを

紹介するアラカルトコーナー。

　このコーナーでは、皆さんからの

情報をお待ちしています。
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　5月 22 日、多古第一小学校を会場に『多古町・神崎町小学校陸上 
競技大会』が開催され、両町の小学校（多古町 5校・神崎町 2校）から
選抜された児童たちが、その実力を競い合いました。
　今年は大会新記録が続出するハイレベルな大会となり、個人種目で
は宇井将

まさ

晃
あき

さん（中村小 6年）が 「男子 100m」 と 「男子走り幅跳び」 
の 2 種目を大会新記録で制覇。また 「男子 80mハードル」 でも齋藤
準
じゅん

さん（多古第二小 6年）が大会新記録の走りで、昨年に続き 2連覇
を達成しました。
　そして総合成績では、最終種目の 「男子 400mリレー」 を大会新記 
録で制した多古第一小が見事 「男子総合優勝」 に輝きました。

関
東
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会
へ

　5月 23日、あじさい橋周辺	
の栗山川で『第31回子どもつり	
大会』が開催され、朝早くから
集まった47人の小・中学生が
釣果を競い合いました。

■部門別優勝者
　【小学生男子・大物賞男子】
　	 佐藤潤

じゅんや

也さん（多古第一小6年）
　【小学生女子・大物賞女子】	平山結

ゆ か

花さん（久賀小6年）
　【中学生】	塚本将

まさひろ

弘さん（多古中1年）

■上位入賞を果たした皆さん

小学校
　香取郡市春季ミニバスケットボール大会
優秀選手　女子の部　太田結菜（多古MBC）
　香取郡市小学校陸上競技大会
優勝　男子100m　宇井将晃（中村小）
	 〃	 〃	 80mハードル　齋藤準（多古第二小）
	 〃	 〃	 走り幅跳び　宇井将晃（中村小）
	 〃	 〃	 400mリレー　多古第一小
2位	 〃	 100m　山邉翔也（多古第一小）
	 〃	 〃	 1000m　大矢一史（　　〃　　）
	 〃	 〃	 総合　多古第一小

　ナイチンゲールの誕生日にち
なんで、毎年5月12日は『看護	
の日』。そして、この日を含む
週の日曜日から土曜日までが
『看護週間』となっています。
　5月12日には多古中央病院
で「ふれあい看護体験」が行われ
たほか、5月15日には道の駅で	

看護師や栄養士らによる血圧・体脂肪測定、栄養相談などが行われ、
大勢の皆さんがご自身の健康状態を確認していました。

　5月29日、小・中学生を対
象とした『柏レイソルサッカー
スクール』がコミュニティプラ
ザ前みどりの広場で行われ、	
160人が参加しました。
　サッカー初体験の子や、すで
にクラブに所属している子らが
一緒になって、元 Jリーガーな
どから直接指導を受けました。

　「将来サッカー選手になりたい人！」	の問い掛けに、参加した子ども	
たちは	「はぁ～い！」	と笑顔で手を挙げ答えていました。

大物釣れるか真剣勝負！

青空の下でナイスショット

農業体験で多古の魅力を満喫！～都市と農村との交流事業～

　5月 8日“豊
ほう

饒
じょう

のさと多古ふれあい事業実行委員会”主催に

よる恒例の『都市と農村との交流事業』が開催され、6回目を

迎える今年は、都内などから約 90人が参加しました。

　午前中は島地区で田植えに挑戦。裸足で入る田んぼの感触

に驚きの声を上げながらも「やる気集団」の皆さん指導の下、

楽しく田植えを体験しました。

　昼食に用意された多古米のおにぎりや豚汁、野菜の天ぷら

など“多古の味”を堪能した皆さんは、道の駅経由で飯笹地区

のハウスへと移動し、ホウレンソウの収穫にも挑戦。

　多古の魅力を大いに満喫する一日となりました。

　5月8日、コミュニティプラ	
ザ前みどりの広場で、小学生を	
対象とした『第6回スナッグゴル	
フ大会』が開催されました。
　当日は多古中ゴルフ部の生徒
と多古っ子ゴルフのメンバーが
キャディー役として一緒にラウ
ンド。参加した76人の児童た
ちは、青空の下とても楽しそう
にプレーしていました。
■部門別優勝者　【団体】久賀Ａ　【個人】小林英

えい

司
じ

さん（久賀小4年）

高校
　関東高等学校弓道大会千葉県予選第2地区予選会
優勝　女子団体　菅澤悠（佐原高）
3位　　〃　個人　菅澤悠（　〃　）
　関東高等学校卓球大会千葉県予選会
優勝　男子学校対抗　佐藤智也（木更津総合高）
	 〃　	　〃　ダブルス　佐藤智也（　　〃　　）
2位　　〃　シングルス　佐藤智也（　　〃　　）
　関東高等学校ソフトテニス大会千葉県予選会
優勝　男子団体　木川拓也（木更津総合高）
	 〃　	　〃　個人　木川拓也（　　〃　　）
　県高等学校総合体育大会
優勝　男子三段跳び　戸村柊（佐原高）
2位　　〃　走り幅跳び　戸村柊（　〃　）
4位　　〃　砲丸投げ　橋本容希（成田高）
	 〃	 女子100m障害　小島瑞季（　〃　）
	 〃	 　〃　走り幅跳び　大矢佳奈（佐原白楊高）
5位　男子円盤投げ　橋本容希（成田高）	

中学校
　県中学校バスケットボール選手権香取地区予選会
3位　男子バスケットボール部
	 〃	 女子バスケットボール部
優秀選手　男子の部　勝又菖太
	 〃	 女子の部　押田杏奈
　神栖市長杯中学校軟式野球大会
優勝　野球部
　第7ブロック代表決定戦
3位　野球部
　県中学校ソフトテニス選手権大会郡予選
優勝　男子個人　大木勇志・松本和樹ペア
3位　　	〃					　大木智晴・飯田健太ペア
	 〃	 女子個人　内山里美・平山栞ペア
　町民ソフトテニス大会
優勝　中学高校男子の部　大木勇志・松本和樹ペア
2位　　　　〃　　　　　大木智晴・飯田健太ペア
	 〃	 中学高校女子の部　内山里美・平山栞ペア
3位　　　　〃　　　　　平山千香・佐藤博美ペア
　東部地区陸上競技大会
優勝　男子1年100m　星野未希弥
	 〃	　　	〃　　1500m　遠藤駿汰
	 〃	 男子共通3000m　永沼知大
3位　　	〃　　200m　山口貴史
	 〃	 女子共通1500m　髙岡茉由
	 〃	　　	〃　　走り幅跳び　星野萌子
　県中学校三支部（香取・東総・印旛）対抗陸上競技大会
2位　男子共通棒高跳び　髙山晃汰
3位　　	〃　　3000m　永沼知大
　県読書感想画コンクール
学校表彰　多古中美術部

『看護の心をみんなの心に』

ボールと友達になろう

■80mハードルで2連覇を	
　達成した齋藤さん

■男子総合優勝をはじめ、総合3部門で好成績を
　残した多古第一小の皆さん

■100mと走り幅跳びの	
　2種目を制した宇井さん

【男子】	100m	 宇井将
まさ

晃
あき

	（中村小）	 13秒2	（※）

	 	1000m	 大矢一
かず

史
し

	（多古第一小）	 3分17秒7

	 	80mハードル	 齋藤　準
じゅん

	（多古第二小）	 13秒4	（※）

	 	走り幅跳び	 宇井将
まさ

晃
あき

	（中村小）	 4m58	 （※）

	 	走り高跳び	 中嶋涼
りょう

馬
ま

	（多古第一小）	 1m30

	 	ボールスロー	 柏原　稔
みのる

	（　　〃　　）	 49m80

	 	400mリレー	 多古第一小	 58秒8	（※）

【女子】	走り高跳び	 橋本夏
なつ

実
み

	（久賀小）	 1m20

	 	5年生以下100m　清野涼
す

々
ず

花
か

	（多古第一小）	15秒4

【男子総合】
　優　勝　多古第一小
　準優勝　神崎小
　第３位　中村小

【女子総合】
　優　勝　神崎小
　準優勝　米沢小
　第３位　多古第一小

【男女総合】
　優　勝　神崎小
　準優勝　多古第一小
　第３位　米沢小

種
目
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総
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成
績

　この大会で好成績を残した選手たちが
『香取郡市小学校陸上競技大会』に出場しま
した。主な成績は15ページの「あっぱれ
もんに拍手！」のコーナーをご覧ください。

（※）は大会新記録

【記録】
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大会新記録が続出‼ ～多古町・神崎町小学校陸上競技大会～


