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◎ 三観地区小学校児童競書会 
  金賞 １年 好川さくら、松野 珠久、近藤すみれ、仁賀奈杏実  

２年 山本 恵輔、藤田 満帆、馬場 舜太  
３年 牛田 和葉、白川 彩世、竹川 芽那      
４年 中村  雅、糸川 崇太、大平 花純、原 和花 

     ５年 久保田梨心、白山 加歩、山本 真子、近藤咲来子、森本 帆香     
６年 白山 日毬 

  銀賞 １年 真鍋 琉愛    
２年 下津 雪奈、高橋ななみ、冨原 鈴、西尾 咲来、中田明春花   
３年 河田 共寬、吉田 紫音     
４年 眞鍋 颯希、河内紫桜里 

     ５年 河西 桃佳、久保田麻友    
６年 大谷 綾奈、白川 大晴、冨田 咲椰、近藤 由埜 

大西 亮暉、金崎利香奈  
銅賞  １年 白川 雄大、白井 朗生、田中 千菜、大西 柚子 

２年 大谷 真生、嶋  要人、堀越 虹太、森  天音 
３年 横山 苺咲、岡本 悠那、庄司すみれ、谷本  凛 
４年 白川 瑞歩、薦田 壱登、高橋 侑加 
５年 菰田朱空子、片山 美紅、武藤 心温、山本 駿、塩田 奈央 

   ６年 中村 孝平、藤村 心響 
 
 

◎ 香川県児童競書会 
  銀賞 １年 近藤すみれ  ２年 山本 恵輔、馬場 舜太  ３年 牛田 和葉  ５年 久保田梨心 
  銅賞 １年 好川さくら ２年 藤田 満帆       ４年 大平 花純 ５年 山本 真子   
  入選 １年 松野 珠久、仁賀奈杏実               ３年 白川 彩世、竹川 芽那 

４年 中村    雅、糸川 崇太、原 和花        ５年 白山 加歩、近藤咲来子、森本 帆香 
６年 白山 日毬 
 

◎ 香川県少年水泳競技大会（８月３，４日実施）       
50ｍ 自由形  ６年男子 第６位   32秒 91 三谷 悦春 
50ｍ 背泳ぎ  ６年男子 第７位     38秒 66 小谷 應介 
100ｍ自由形  ６年男子 第７位  1分 14秒 19 三谷 悦春 
100ｍ背泳ぎ  ６年男子 第２位 1分 20秒 53 小谷 應介（観小新記録） 

200ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ６年男子 第４位 2分 36秒 11  
               小谷 應介、大西 亮暉、鴨田 尚典、三谷 悦春 
200ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ  ６年女子 第４位 2分 24秒 46 

河内ひかる子、三宅 梓未、冨田 咲椰、東 花織 
        ６年男子 第４位 2分 17秒 54 
               三谷 悦春、小谷 應介、鴨田 尚典、矢野 音 

 
◎ 三豊・観音寺小学生水泳大会（７月２８日実施） 
１・２年  25ｍ自由形   男子 第２位 山本 倫太朗  第５位 高橋 燦  

      25ｍ平泳ぎ   女子 第２位 藤田 満帆   
25ｍ背泳ぎ   女子 第２位 眞鍋 遥帆 

男子 第１位 山本 歩澄   第５位 高橋 燦 
25ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ     女子 第２位 藤田 満帆    
         男子 第１位 山本 歩澄    第３位 山本 倫太朗  

  ３・４年  100ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 女子 第２位 高橋 朔    第３位 藤田 七海 
３・４年  50ｍ自由形   女子 第２位 眞鍋 颯希   第４位 大平 花純 
             男子 第４位 武藤 優心   

       50ｍ平泳ぎ   女子 第１位 矢野 心望   第３位 高橋 朔 
                 第４位 河内 紫桜里 
               男子 第２位 武藤 優心 
       50ｍ背泳ぎ   女子 第１位 矢野 心望   第３位 大平 花純 
              男子 第４位 清水 蒼大 

   50ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ   女子 第２位 眞鍋 颯希   第３位 藤田 七海  第５位 庄司すみれ 
       200ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ  女子 第１位 高橋 朔、 矢野 心望、眞鍋 颯希、藤田 七海（大会新記録） 

              男子 第３位 吉田 怜頼、清水 蒼大、武藤 優心、森宗 陽生    
       200ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ   女子 第１位 眞鍋 颯希、高橋 朔、 藤田 七海、矢野 心望（大会新記録） 
              男子 第５位 森宗 陽生、清水 蒼大、吉田 怜頼、武藤 優心 
       女子優秀選手  ４年 矢野 心望 

男子総合第３位 女子総合優勝 
      
 

2日（月）第２学期始業式 

4日（水）夏休み作品展 

13:00～19:00 

5日（木）夏休み作品展 

9:00～17:00 

 12日（木）宿泊学習（5年） 

13日（金）宿泊学習（5年） 

16日（月）敬老の日 

18日（水）秋の遠足 

（1～5年生） 

23日（月）秋分の日 

25日（水）修学旅行（6年） 

     １年生親子給食 

26日（木）修学旅行（6年） 

28日（日）さぬきっ子陸上カー

ニバル 

        

一ノ谷川護岸工事のため、引き続き、道路が一部通行止めとなっています。
しかし、幼・保駐車場に入ることはできます。児童の送り迎えは幼・保駐車場
をお使いいただくよう再度お願いいたします。 


