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走・跳・投 躍動！ たくまっ子

白鷹町立荒砥小学校だより

平成３０年１０月 １日発行 第１０号

２６日、秋晴れの中、町内の５，６年生が一堂に会して白鷹町小学校陸上大会が行われました。本校から

は９５名が参加し、一人一人が活躍する大会となりました。未来の白鷹町を担う子ども達、半年後には白鷹

中学校の生徒として共に活動していく子ども達が、熱い戦いを終えて、蚕桑、鮎貝、東根の子ども達と笑顔で

交流している姿が印象的でした。お忙しい中、大きなご声援をくださった皆様、ありがとうございました。

白鷹町小学校陸上競技大会 荒砥小学校入賞者 （敬称略）

◆４×１００ｍリレー
荒砥小女子チーム 第１位 １’００”１ 五十公野ヒカル、青木心捺、紺野唯華、青木美麗
荒砥小混合チーム 第１位 １’０２”０ 田宮悠羽、鈴木歩杜、高橋桜花、鈴木健祐
荒砥小男子チーム 第２位 ５７”８ 高山迦斐、佐藤晃晴、山口広起、齋藤瑠叡

５年男子 ◆走り幅跳び ６年女子

◆１００ｍ走 第５位 紺野唯華 ２ｍ６３ ◆１００ｍ走

第１位 山口広起 １５”２ 到 ◆走り高跳び 第１位 青木心捺 １５”６

第８位 髙田一帆 １６”５ 第１位 土屋明日 １ｍ０５ 第２位 青木美麗 １５”７

第１０位 今野凛桜 １６”６ ◆ジャベリックボール投げ 第４位 高橋桜花 １６”４

◆５０ｍハードル走 第４位 齋藤華音 １７ｍ８９ 第６位 五十公野ヒカル １６”５

第１位 山口広起 ９”１タイ・到 第５位 仲島美幸 １６ｍ７８ 第８位 小林千里子 １６”８

◆１０００ｍ走 第６位 菅原多葵 １３ｍ２１ 第９位 布施ななみ １６”９
第５位 岡本悠生 ３’５１”２ ６年男子 第１０位 竹田佳菜 １７”１
第６位 新野悠人 ３’５７”３ ◆１００ｍ走 ◆５０ｍハードル走

◆走り幅跳び 第３位 佐藤晃晴 １４”７ 第１位 小林千里子 ９”９

第３位 髙田一帆 ２ｍ８２ 第５位 齋藤瑠叡 １４”８ 第２位 布施ななみ １０”２

第６位 墨川昴成 ２ｍ４９ 第１０位 高山迦斐 １５”７ 第４位 野中 愛 １１”２

◆走り高跳び 第１０位 鈴木健祐 １５”７ ◆８００ｍ走

第３位 今野凛桜 ０ｍ９５ ◆５０ｍハードル走 第１位 青木心捺 ２’５０”４

◆ジャベリックボール投げ 第１位 高山迦斐 ９”３ 第４位 佐藤 凪 ３’０５”４

第３位 佐藤凌河 ３８ｍ６８ 第４位 松野大嘉 １０”１ 第６位 工藤那ゝ子 ３’０９”９

５年女子 第５位 小林拓生 １０”２ ◆走り幅跳び

◆１００Ｍ走 ◆１０００ｍ走 第２位 青木美麗 ３ｍ３０

第１位 田宮悠羽 １５”９ 第１位 鈴木歩杜 ３’３０”１ 第４位 鑪 弥生 ２ｍ９２

第３位 紺野唯華 １６”３ 第６位 芳賀悠月 ３’４６”９ 第５位 小林優那 ２ｍ９０

第６位 土屋明日 １６”９ ◆ジャベリックボール投げ 第６位 松村陽菜 ２ｍ７８

第７位 紺野天怜 １７”２ 第３位 工藤孝太朗 ４２ｍ８５ ◆走り高跳び

◆５０ｍハードル走 第４位 川部頼生 ３６ｍ０８ 第３位 竹田佳菜 １ｍ００

第１位 田宮悠羽 １０”０ 到 第５位 小形竜輝 ３５ｍ３７ 第３位 梅津凜音 １ｍ００

第３位 紺野天怜 １１”２ 第６位 佐藤倖多 ３５ｍ１４ ◆ジャベリックボール投げ

第４位 土屋璃朱夢 １１”３ ◆走り幅跳び 第１位 五十公野ヒカル

第６位 渋谷望彩 １１”７ 第１位 齋藤瑠叡 ３ｍ９０ ３５ｍ０６ 新

第６位 高橋七倖 １１”７ ◆走り高跳び 新 ：新記録樹立

８００ｍ走 第１位 鈴木健祐 １ｍ２８ タイ：タイ記録

第１位 竹田あおい ２’５７”７ 第４位 佐藤晃晴 １ｍ１５ 到 ：到達賞受賞

第２位 橋本瑞歩 ３’１１”４



１０／ １（月） 就学時健診

２（火） 長距離走大会・たくまバンド発表

５（金） 白Ｐ連役員会、理事会

７（日） 町誕生記念駅伝大会

８（月） ●体育の日

９（火） 人権教室（４年生）

１２（金） 振替休業日（１４日防災訓練分）

１４（日） 登校日 町防災訓練（安全教育）

１７（水） NO TV NO GAME Day

１８（木） 臨時休業 （研修会のため）

２０（土） 学習発表会

２２（月） 振替休業日（学習発表会分）

２７（土） 町音楽祭（５学年児童出演）

社会を明るくする運動
～白鷹町更生保護女性会～

９月１８日（火）、「白鷹町更生保護女性会（会長

梅津ツヤ子様）」の皆様にご来校いただき、登校して

くる児童一人一人を優しく見守り、明るい「あいさつ」

運動を展開していただきました。

更生保護女性会は、犯罪や非行に陥った人たち

の立ち直りを見守り、支えることを目的とした全国的

な女性ボランティア団体で、明治の時代から活動し

ている歴史ある団体です。現在、白鷹町でも５５名の

会員が精力的に活動を行っていますが、荒砥小学

校を訪問して『社会を明るくする』ことの大切さをティ

ッシュのプレゼントに込めて、あいさつ運動を行ってい

ただきました。

また、会員の皆さまが一針一針、心を込めて縫っ

た真心のこもった台ふきや雑巾をたくさんいただきま

した。学校の美化活動になくてはならないものですの

で、大切に活用させていただきます。ありがとうござい

ました。

大けやき全国書道展

優 秀 ３年 紺野 葵彩

４年 川部 聡太

５年 髙梨瑚太郎

地区読書感想文コンクール

＜課題図書の部＞

入 選 ２年 小川 聖稀

＜自由図書の部＞

入 選 ４年 藤守 蒼汰

〃 ５年 髙橋 心

明るい選挙啓発ポスターコンクール（県審査）

入 選 ５年 仲島 美幸

若鮎マラソン入賞（２km）

【１年男子】 ４位 鈴木武尊 白鷹 junior A

５位 須貝光我 白鷹 junior A

６位 平 碧羽

【１年女子】 ４位 齋藤 和 白鷹 junior A

【２年男子】 ４位 梅津瑠鋳 白鷹 junior A

５位 原田哲慎 白鷹 junior A

【２年女子】 ５位 小川聖稀 白鷹 junior A

【３年男子】 １位 佐藤銀河 白鷹 junior A

６位 新野暖空

【３年女子】 ４位 鈴木佑佳

５位 鈴木日佳 白鷹 junior A

【５年男子】 ３位 山口広起

５位 岡本悠生

【５年女子】 ４位 竹田あおい

【６年男子】 ４位 鈴木歩杜

６位 佐藤晃晴

【６年女子】 ４位 青木心捺

（荒砥小より１４０名出場）

【敬称略 】

町陸上大会 女子チーム 好記録で連覇達成！

10月の予定


