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まちの話題

第 28 回きやまロードレース・第５回きやまスロージョギング® 大会結果

10km 高校生の部
1位 深堀 優 ３2 分 15 秒
2位 南部 優星 ３2 分 24 秒
3位 堤 渉 ３2 分 36 秒

１km 小学１年生男子の部
1位 妹川 勇雅 ３分 57 秒
2位 脇山 凌都 3 分 58 秒
3位 林田 晃輝 ４分 02 秒

１km 小学 2 年生男子の部
1位 橘 心 ３分 35 秒
2位 大武 葉月 ３分 50 秒
3位 坂田 悠成 ３分 50 秒

１km 小学３年生男子の部
1位 久間 稜太 ３分 23 秒
2位 井手 優仁 ３分 28 秒
3位 野下 遼眞 ３分 31 秒

スロージョギング® ２km の部
1位 松田 一也 タイム差  －1 秒
2位 松田 圭悟 タイム差  －1 秒
3位 小関 元子 タイム差  －２秒

スロージョギング® ５km の部
1位 大久保 忠幸 タイム差  －３秒
2位 池田 宜隆 タイム差 ＋６秒
3位 室井 みどり タイム差 ＋13 秒

団体賞（参加人数が多かった団体）

1位 東明館中学・高等学校 61 名
2位 鳥栖・基山ランナーズ 58 名
3位 本城陸上クラブ 57 名

１km 小学１年生女子の部
1位 島村 光咲子 ４分 23 秒
2位 井 さらさ ４分 25 秒
3位 大橋 愛花 ４分 32 秒

１km 小学２年生女子の部
1位 垣原 結愛 ３分 49 秒
2位 酒見 志歩 ３分 50 秒
3位 山森 美紅 ３分 58 秒

１km 小学３年生女子の部
1位 西岡 真愛 ３分 33 秒
2位 北島 彩葉 ３分 33 秒
3位 橘 あん ３分 38 秒

2km 小学４年生男子の部
1位 日高 大地 ７分 15 秒
2位 山本 晃也 ７分 22 秒
3位 野中 悠太郎 ７分 34 秒

2km 小学 5 年生男子の部
1位 松浦 慧大 7 分 12 秒
2位 宇治川 巧晟 ７分 14 秒
3位 山田 虹輝 ７分 16 秒

2km 小学 6 年生男子の部
1位 北島 康生 ６分 27 秒
2位 山元 幹太 ６分 56 秒
3位 南 匡次郎 ６分 57 秒

2km 小学４年生女子の部
1位 倉掛 心優 ８分 00 秒
2位 島村 美陽子 ８分 11 秒
3位 城﨑 望実 ８分 13 秒

2km 小学 5 年生女子の部
1位 宇野 史栞 ７分 07 秒
2位 橘 のん ７分 15 秒
3位 松尾 真昊 ７分 23 秒

2km 小学 6 年生女子の部
1位 吉田 葵唯 ７分 06 秒
2位 今泉 彩那 ７分 28 秒
3位 西本 結恵 ７分 30 秒

3km 中学生女子の部
1位 塚本 朱海 10 分 33 秒
2位 庭瀬 沙耶 10 分 34 秒
3位 保楊枝 乃綾 10 分 35 秒
3km 一般女子高校生以上 59 歳以下の部
1位 山下 花音 10 分 04 秒
2位 栁瀬 友花 10 分 04 秒
3位 古賀 陽花 10 分 49 秒

10km 一般男子 59 歳以下の部
1位 森 太一 ３0 分 38 秒
2位 柳 昌光 ３1 分 43 秒
3位 川崎 貴裕 ３1 分 44 秒

10km 一般女子高校生以上 59 歳以下の部
1位 小田 育美 ３6 分 21 秒
2位 俵 千香 ３7 分 01 秒
3位 酒見 範子 39 分 40 秒

5km 中学生男子の部
1位 藤本 祐輔 16 分 01 秒
2位 伊津野 志 16 分 14 秒
3位 長谷川 軍治 16 分 18 秒

5km 高校生男子の部
1位 竹下 史啓 15 分 49 秒
2位 青山 蒼汰 15 分 56 秒
3位 森山 和貴 16 分 20 秒

5km 一般男子 59 歳以下の部
1位 坂口 豊 16 分 20 秒
2位 草薙 信大 17 分 04 秒
3位 永松 和良 17 分 04 秒
5km 一般女子高校生以上 59 歳以下の部
1位 山口 遥 16 分 48 秒
2位 古澤 日菜向 17 分 16 秒
3位 山下 藍 17 分 22 秒

5km シニア男子 60 歳以上の部
1位 篠原 義明 20 分 15 秒
2位 福田 佳智 20 分 31 秒
3位 別府 洋一郎 20 分 57 秒

5km シニア女子 60 歳以上の部
1位 市村 一葉 23 分 25 秒
2位 松島 照代 26 分 03 秒
3位 島 明美 29 分 27 秒

10km シニア男子 60 歳以上の部
1位 松本 博 40 分 10 秒
2位 川津 敏行 40 分 35 秒
3位 柿本 潔 40 分 53 秒

10km シニア女子 60 歳以上の部
1位 花房 芳子 50 分 39 秒
2位 井手 和子 53 分 11 秒
3位 小手田 るい子 55 分 36 秒

４位以降の順位は ホームページに掲載中

４位以降の順位は ホームページに掲載中

問 きやまロードレース大会事務局（まちづくり課内）　☎９２－７９３５

　令和元年 12 月1日（日）、基山町役場前をスタート・ゴール地点として、第 28 回きやまロードレース大会・第 5
回きやまスロージョギング ® 大会を開催しました。2,000 名を超える参加者の他、10km の部にはゲストランナー
の小鴨由水選手、山本慎治選手が参加されました。大会の結果は次のとおりです。
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情報コーナー

編集後記
あけましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。さて、私の

2020 年の目標は体力をつけることです。今号の表紙にもなっているロードレース大会に

今年は参加してみようかと企んでいます。みなさんは今年の目標を何にしましたか？（A)

大善寺玉垂宮の鬼夜
〈久留米市〉

「大善寺玉垂宮の鬼夜」は、大晦日の夜から
正月 7 日まで行われる「鬼

おにえ
会」の最終日に行

われる行事です。さまざまな神事の後、「鉾
面神事」「大松明廻し」「惣門くぐり」が行わ
れます。大松明の火の粉をあびると無病息災
といわれ、毎年、家内安全、災難消除、開
運招福を祈願する多くの方々で賑わいます。
日時  １月７日（火）
場所  大善寺玉垂宮
問合せ先  大善寺玉垂宮社務所　
☎２７－１８８７

小郡名画座
〈小郡市〉

古き良き昭和の映画を２日間に渡り上映する
「小郡名画座」。今年度は昭和のアイドルた
ちが登場する４本の名作が登場します。
日時  １月18 日（土）～19 日（日）
　　  午前 10 時～/ 午後１時～
　　  ※ 1日 2 本上映
場所  小郡市文化会舘大ホール
　　  （小郡市大板井）
入場料  ２日通し 500 円（発売中）
問合せ先  文化会館　
☎７２－３７３７

鳥栖市消防団出初式
〈鳥栖市〉

市中パレード、消防ポンプ自動車などに
よる五色放水を実施します。虹色に輝く
壮観な光景をお楽しみください。
日時  １月12 日（日）午前９時～
場所  市役所南側駐車場（鳥栖市宿町）
　　  ※パレード出発はフレスポ鳥栖南側
その他  車で市役所へお越しの場合は、
北側入口より進入後、庁舎北側駐車場に
駐車してください（正面入口は進入禁止）。
問合せ先   鳥栖市総務課　
☎８５－３５０６

緊急時 安心届ける 110 番 
～警察相談 かけて安心 #9110 ～

鳥栖警察署

警察では、毎年１月10日を「110 番
の日」と定め、110 番の利用について、
ご理解とご協力をお願いしています。
110 番するときは？
泥棒、ちかん、ひったくりなどの被害
に遭ったときや倒れている人を見たと
きなどはためらわずに 110 番を！
警察がお尋ねしたときは？
慌てずに、何があったのか（事件か交通
事故か） 、いつ（発生時間） ・ どこで（現場） 
などを慌てずはっきりと伝えましょう！
問合せ先　鳥栖警察署
☎８３－２１３１

第 20 回 ほんげんぎょう
きやまむら

　年の初めに竹で組んだやぐらを燃
やして 1 年間の家内安全、無病息災、
五穀豊穣を願う伝統行事です。参加
は無料です。どなたでもお気軽にご
参加ください。 
日時 令和２年１月11日（土）午後５
時着火（午後４時 30 分集合） 
場所  東明館中高等学校と基山町合宿所
の間の道路を西側へ 50m 進んでください

（お車でお越しの方は、基山町総合運動公
園駐車場を利用し、徒歩でお越しください）
持参する物  しめ縄他（針金等金属は
外しておいてください）、火の粉が飛び
ますので普段着でお越しください。
問合せ先　きやまむら 埋金
☎９２－１８３２

佐賀県警音楽隊定期演奏会
佐賀県警察本部

　第 37 回県民と警察のつどい佐賀
県警察音楽隊創設 40 周年記念定期
演奏会を実施します。 
日時 令和２年２月１日（土）午後 1
時 30 分開演（午前 12 時 30 分開場） 
場所  鳥栖市民文化会館
ゲスト  福岡県警察音楽隊
問合せ先　佐賀警察本部 広報県民課 
警察音楽隊　☎０９５２－２４－１１１１

職業訓練受講生募集（３月入所生）
ポリテクセンター佐賀

募集コース・定員  
CAD/NC オペレーション科※ 15
名、溶接技術科※ 12 名、住環境
CAD 科※ 15 名、電気保全サービ
ス科 15 名（※ 2 月生の人数を含む）
募集締切日 １月 31 日（金）
訓練期間 ３月３日（火）から６か月間
入所選考  ２月８日（土）に筆記試
験及び面接を実施　
受講料  無料（テキスト代等は別途自
己負担）　
応募資格  新たな職業に就こうとする
求職者で、受講意欲があり、公共職
業安定所長より受講指示又は受講推
薦等を受けられる方　
申込方法  受講を希望される方は、
最寄りのハローワークでご相談の上、
応募書類をご提出ください。
※施設の見学、訓練内容の説明、訓
練体験など毎月無料で実施していま
す。お気軽にご参加ください。
問合せ先
ポリテクセンター佐賀
☎０９５２－２６－９５１６

働き方改革関連法への対応
相談（1 月～ 3 月）

佐賀働き方改革推進支援センター

　労働基準法等の改正による、
①年次有給休暇の指定
②産業時間上限規制
③同一労働同一賃金等
に関する対応及び助成金についての相
談を下記で受け付けています。
日時  毎月第 3 水曜日
　　  午前 10 時～午後 4 時
場所  基山町商工会 相談室
予約優先です。基山町商工会へご予
約ください。
問合せ先　基山町商工会
☎９２－２６５３




