
団体賞

大 会 結 果
区間賞（分館の部）（敬称略）

区間賞（各種団体の部）（敬称略）

躍進賞

　11月13日（日）、第63回町制施行記念駅伝競走大会が開催されました。駅伝コースは、須恵第三小学校運動場をス

タートし、町内の主要幹線道路を一巡、健康広場をゴールとするものです。（19.57キロ、９区間）

　今年は、分館の部に14チーム、各種団体の部に8チームの合計22チームが参加し、健脚を競いました。どの選手も

力走し、町内各地で多くの声援が送られました。

部門 順位 分館・チーム タイム(時間：分：秒）

分
館
の
部

優勝 須　恵 1時間07分55秒

2 山の神 1時間12分40秒

3 乙植木 1時間12分45秒

4 新　原 1時間13分22秒

5 上須恵 1時間13分24秒

6 佐　谷 1時間15分05秒

7 甲植木 1時間16分18秒

8 一番田 1時間18分32秒

9 旅　石 1時間18分58秒

10 西　原 1時間20分10秒

11 城　山 1時間20分18秒

12 藤　浦 1時間21分35秒

13 昭　穂 1時間22分22秒

14 南米里 1時間31分36秒

各
種
団
体
の
部

優勝 陸自輸送隊 1時間13分49秒

2 須恵ボーイズＡ 1時間16分10秒

3 須恵クラブ 1時間17分11秒

4 丸山事務所 1時間17分22秒

5 須恵ボーイズＢ 1時間18分41秒

6 本　合 1時間21分56秒

7 ぺんぺん草 1時間28分51秒

8 須恵中柔道部Ａ 1時間32分32秒

区間 名前 分館 タイム

１区 村山 友亮 上須恵 7分37秒

２区 田中 智也 佐　谷 5分45秒

３区 阪本 徳也 佐　谷 9分24秒

４区 中村 順治 須　恵 5分44秒

５区 伊差川 紀子 乙植木 7分23秒

６区 村山 侃生 上須恵 10分00秒

７区 山本 健太 須　恵 5分50秒

８区 米津 陽介 須　恵 7分51秒

９区 山本 浩太 須　恵 6分36秒

区間 名前 チーム タイム

１区 田口 玲央 本　合 8分24秒

２区
青木 竜之介 須恵ボーイズＡ

6分21秒
木村 陽仁 須恵ボーイズＢ

３区 廣瀬 開一 丸山事務所 9分12秒

４区 上瀧 瑞希 陸自輸送隊 6分02秒

５区 松崎 莉紗 陸自輸送隊 7分26秒

６区 渡邉 怜 丸山事務所 11分35秒

７区 佐伯 蓮 須恵ボーイズＡ 6分13秒

８区 鶴 啓太郎 丸山事務所 7分40秒

９区 緒方 雄大 丸山事務所 6分34秒

分館

一番田
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駅伝競走大会
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金
賞

委
員
長
賞

平成28年度糟屋地区
明るい選挙啓発ポスターコンクール受賞者（敬称略）

平成28年度福岡県
明るい選挙啓発ポスターコンクール受賞者（敬称略）

金賞受賞
森永佳月さんの
作品

委員長賞受賞
後藤壮輝さんの
作品

　お手持ちの住民基本台帳カードの電子証明書が、

有効期限（３年）の経過や住所変更などにより失効し

ていませんか？ 平成29年２月から始まる確定申告

で、e-taxを利用する際には、電子証明書が必要です。

住民基本台帳カードの電子証明書が失効している場

合は、マイナンバーカード（個人番号カード）を申請

する必要があります。マイナンバーカードの発行に

は３週間程かかりますので、早めの申請をお願いい

たします。

マイナンバーカードの申請は

① 申請書の住所と氏名に、間違いや変更がないかを

確認してください。

② 必要事項を記入・捺印し、顔写真を貼付してくだ

さい。

③ 申請書部分を切り取り、同封されている返信用封

筒で郵送してください。

電子証明書の有効期限は切れていませんか？

※ 申請書、返信用封筒がない場合は、住民課へお問

い合わせください。

問 住民課 ☎ 932-1467（ダイヤルイン）

 ☎ 932-1151（内線111）

小学4年生の部 銀　賞 本原 百香 須恵第三小学校

小学5年生の部 銅　賞 天野 春菜 須恵第三小学校

小学6年生の部
金　賞 森永 佳月 須恵第二小学校

銅　賞 宮﨑 怜緒菜 須恵第二小学校

中学2年生の部 銅　賞 竹田 芽生 須恵中学校

小学4年生の部 委員長賞 後藤 壮輝 須恵第三小学校

小学6年生の部
佳　作 森永 佳月 須恵第二小学校

佳　作 宮﨑 怜緒菜 須恵第二小学校

e-tax（税申告）をご利用のみなさんへ

通知カード・個人番号カード交付申請書の様式

　問…問い合わせ先

平成2
8年度糟屋地区および福岡県

申請書部分
【おもて面】 【うら面】

平平平平成成22
8 福福岡岡県

明る
い選
挙啓発ポ

スターコンクール受賞者発表広報すえ11月号（８～９ページ）に掲載した、平成28年度須恵町明るい選挙

啓発ポスターコンクール受賞者の中から、糟屋地区および福岡県のコンクー

ルへ進み、以下の児童・生徒が受賞を果たしました。なお、福岡県のコンクー

ルでは団体の部において、須恵第二小学校が優良校として表彰を受けました。
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