
今年度の子どもたちの活躍

【文化面】

入選 年 手塚 千聡こども県展 3

年 鈴木 花嶺5

おじいちゃんおばあちゃん絵手紙コンテスト

最優秀賞 年 渡部 佑紀6

優秀賞 年 国分なつね3

佳作 年 江連 靖斗1

年 佐藤 光4

めざみの里まつりすこやか川柳

優秀 低学年の部 年 髙橋 銀虎1

中学年の部 年 手塚 叶翔4

高学年の部 年 峯村 京佑5

國分 逸生

年 勝見 哲也6

「家族のきずな」エッセイ

入選 年 渡部 彩乃5

年 鈴木 花嶺5

一茶まつり全国小中学生俳句大会

秀 逸 5年 嘉藤 友紀

人 選 １年 長岡和佳葉

３年 船山 諒

山形県少年少女俳句大会

山形県現代俳句協会賞 ３年 松山 凛勇

社会を明るくする運動作文標語コンテスト

標語の部 優秀賞 ６年 山口 琴美

努力賞 ６年 小浦幸之介

６年 熊谷 綾真

人権書道コンテスト

入 選 ６年 冨永 心涼

置賜地区緑化運動・育樹運動ポスター原画コ

ンクール

優秀賞 １年 鈴木 暖

長井法人会 絵はがきコンクール

公益社団法人長井法人会

会長賞 ６年 冨永 心涼

６年 井上 真珠

置賜地区統計グラフコンクール

入 選 ３年 国分なつね

読書感想画コンクール

入 選 ５年 後藤李玖斗

町食育標語コンクール

低学年の部 銀 賞 ３年 渡部 心響

３年 大原 条介

高学年の部 銅 賞 ４年 嵐 琉煌

６年 伊藤 唯

防火ポスターコンクール

３・４年の部 佳作 ４年 伊藤 悠太

５・６年の部 佳作 ５年 國分 逸生

５年 島貫 優

５年 鈴木 花嶺

６年 宇津木奎俊

防犯ポスター・標語コンクール

ポスターの部 佳 作 ３年 国分なつね

標語の部 佳 作 １年 髙橋 銀虎

６年 宇津木奎俊

くらしの文集 特 選 １年 坂田 壮

特 選 ４年 坂田 凌王

特 選 ６年 渡部 一尋

入 選 ２年 大石 夏音

入 選 ３年 井上 楓

入 選 ５年 根岸 志帆

めざみの里書き初め大会

金賞 ３年 舩山玲緒奈

銀賞 ５年 嘉藤 友紀

銅賞 ２年 舩山瑛留美



【運動面】

６月８日（日）西置賜陸上大会

（ ）男子 リレー優勝５８秒６ 県大会出場400m

宇津木奎俊、鈴木琉生、

渡部一尋、小浦幸之介

６年男子 優勝 １５秒３ 渡部一尋80H

（県大会出場）

６年男子走幅跳 優勝 ４ｍ００ 小浦幸之介

（県大会出場）

６年男子走高跳 ２位 １ｍ１５ 渡部佑紀

６年男 ｍ走 ３位 １５秒１ 宇津木奎俊100

５位 １５秒３ 鈴木 琉生

６年女子走高跳 ２位 １ｍ１０ 厚母 穗花

５年男子ソフトボール投 ３位 ４４ｍ５９

峯村 京佑

５年男子 走 ２位 １６秒０ 後藤 孝太100

（県大会出場）

４年男子 走 ３位 １７秒１ 宇津木暖大100

【招待リレー 】7/12

男子 リレー２位 ５４秒８０400m

（ベスト記録）

宇津木奎俊、鈴木琉生、

渡部一尋、小浦幸之介

【県大会 】7/21

男子 リレー９位 ５４秒９９400m

宇津木奎俊、後藤孝太、

渡部一尋、小浦幸之介

男子 ９位 １４秒０６ 渡部 一尋80H

（自己ベスト）

男子走幅跳 １１位 ４ｍ０８ 小浦幸之介

（自己ベスト）

５年男子 走 ９位 １４秒４４100

後藤 孝太

（自己ベスト）

２月１５日（日）町スキー大会

27"71大回転 ４年男子 １位 宇津木暖大

29"77２位 伊藤 悠太

23"73５年男子 １位 皆川小次郎

25"02２位 國分 逸生

21"66６年男子 １位 伊藤 唯

21"73２位 鈴木 琉生

22"93３位 宇津木奎俊

41"37４年女子 ２位 渡部花奈穂

25"45６年女子 １位 北宮 光

33"16５位 冨永 心涼

4'22"7距離 ４年男子 １位 嵐 琉煌

4'38"1３位 菅野 真央

4'38"4４位 朝倉 日向

4'51"0６位 佐藤 貴大

7'50"7５年男子 ２位 伊藤 魁飛

8'44"4４位 手塚 大智

5'05"3４年女子 ２位 長谷川ひばり

5'11"2３位 野嶋 杏子

8'56"9５年女子 ３位 根岸 志帆

9'20"1５位 大関 彩葉

9'27"2６位 渡部 彩乃

8'30"3６年女子 ２位 厚母 穂花

男子リレー１位

10'07"4伊藤唯、鈴木琉生、宇津木奎俊

↑ 西置賜陸上男子リレー優勝


