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訓大田原地域職業訓練センター 湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 生生涯学習センター 体県立県北体育館

体第30回大田原マラソン大会成績一覧
マラソンの部

10kmの部

男子マラソン

男子 39歳以下

男子 60歳以上

女子マラソン

男子 40歳以上 59歳以下

順位 選手名 所属 記録
１ 甲斐　大貴 ラフィネグループ陸上部 ２時間18分20秒
２ 小泉　雄輝 ラフィネグループ陸上部 ２時間20分36秒
３ 黒田　雄紀 コモディイイダ陸上競技部 ２時間20分46秒
４ 土田　　純 コモディイイダ陸上競技部 2時間21分39秒
５ 齋藤　真也 天童市陸上競技協会 ２時間21分53秒

順位 選手名 所属 記録
１ 関　　 博紀 ＡＴＪ 32分43秒
２ 能見　隆弘 昭和技研工業 33分00秒
３ 杉山　裕史 矢板ＲＣ 33分22秒
４ 後藤　広行 ＪＡなすの 33分26秒
５ 松本　大地 小山南高校 33分44秒

女子 39歳以下
順位 選手名 所属 記録
１ 小田倉 香織 ＳＭＩＬＥＹ 39分06秒
２ 根元　香苗 青春ランナーズ 39分22秒
３ 長能　彩美 白岡ＲＣ 40分45秒
４ 佐藤　奈美 チームサムズ 42分15秒
５ 鷹崎　晃子 げっぴ会・鹿島 42分25秒

順位 選手名 所属 記録
１ 吉田　　正 ＲＵＮＳ 37分56秒
２ 片岡　広志 39分30秒
３ 馬場　正直 東海銀行 39分44秒
４ 菊池　　徹 大田原陸クラブ 40分06秒
５ 熊田　賢一 チーム平岩 40分18秒

女子 60歳以上
順位 選手名 所属 記録
１ 佐々木 美恵子 シダックス 45分15秒
２ 青柳　早苗 47分31秒
３ 森田 伊知子 49分49秒
４ 天野　節子 50分45秒
５ 関谷 千代子 51分21秒

順位 選手名 所属 記録
１ 吉田　香澄 ニトリ 2時間37分03秒
２ 下門　美春 ニトリ 2時間37分30秒
３ 下山かなえ ノーリツ女子陸上競技部 2時間42分50秒
４ 鷲津 奈緒美 2時間54分14秒
５ 野田　春香 コモディイイダ陸上競技部 2時間57分46秒

順位 選手名 所属 記録
１ 大嶋　義昭 ＷＡＶＥ．ＴＣ 33分29秒
２ 伊藤　浩嗣 足利陸上クラブ 33分39秒
３ 鈴木　英明 白岡ＲＣ 33分50秒
４ 舘野　　聡 石川走友会 33分55秒
５ 藤田　義敬 金子メディックス 34分23秒

女子 40歳以上 59歳以下
順位 選手名 所属 記録
１ 上田 美代子 42分32秒
２ 片野 多江子 44分36秒
３ 高橋　理恵 44分56秒
４ 安部　直美 ＪＢＭＡ 47分03秒
５ 玉田　和子 栃木銀行 47分05秒

問スポーツ振興課　　　　 （２２）８０１７
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文大田原市総合文化会館 議議会棟南南別館東東別館Ａ仮設庁舎Ａ棟 Ｂ仮設庁舎Ｂ棟

パブリックコメントを募集します
　住宅・住環境づくりを総合的かつ計画的に推進するための基本となる「大田原市住生活基本計画」について、
計画案を作成しましたので、その内容に対して意見を募集しています。提出いただいたご意見は集約し検討を
行い、平成 30年 3月に計画を策定する予定です。

●意見を提出できる方
　次のいずれかに該当する方（個人、団体を問いませ
ん）
①市内在住、在勤または在学中の方
②市内に事務所や事業所を有する方、またはその他の
団体
③市に納税義務のある方
④今回の計画案に利害関係のある方
●計画案の公表および閲覧方法
　意見の募集期間中、次のいずれかの方法で計画案を
閲覧、または入手できます。
①市ホームページ http://www.city.ohtawara.tochigi.jp
②建築住宅課（仮設庁舎 B棟 1階）
③湯津上支所総合窓口課
④黒羽支所総合窓口課
※閲覧受付は午前 8時 30 分から午後 5時まで（土日
祝を除く）
●募集（提出）期間
　2月 1日（木）～ 20日（火）
※郵送の場合は 2月 20日（火）までの消印有効
●提出方法
　所定の意見書用紙に住所、氏名、連絡先を明記の上、
次のいずれかの方法により提出してください。

①郵送
②ファクシミリ
③電子メール
④閲覧場所の窓口へ直接
※電話では受付はできません。
●意見の取り扱い
提出いただいたご意見は、大田原市住宅マスタープ
ラン見直し庁内検討委員会の中で協議・検討し、こ
れに対する市の考え方を後日公表します。個々のご
意見に対して直接、個別の回答はしませんのであら
かじめご了承ください。意見公募結果の公表にあ
たっては、ご意見提出者の氏名その他の個人情報は
公表しません。
●計画案の項目
　目的と計画期間 /住宅事情の概要 /現行計画の検
証 /住宅施策に係る課題 /住まいづくりの基本的な
目標 /具体的施策のあり方 /実現に向けて

問建築住宅課　Ｂ１階
〒 324-8641　大田原市本町 1-4-1
　 （２３）８７２４　　（２３）８７９９
　  juutaku@city.ohtawara.tochigi.jp

大田原市住生活基本計画（住宅マスタープラン）

大田原市国際親善大使を委嘱しました
　本市にゆかりがあり、さまざまな分野で国際的に活躍されている方を、大田原市国際親善大使として委嘱してい
ます。本市の市政・歴史・文化・産業・観光などを、世界各国にＰＲすることにより、本市と世界各国との交流を
広げ、本市の国際化推進に寄与していただきます。平成 29年 11月 22 日付けで委嘱された方を紹介します。
【プロフィール】
　　大田原出身で現在、「世界エイズ・結核・マラリア対策基金」の戦略・投資・効
果局長を務める父に伴い、家族とともに幼少期から国内各地、アメリカ、ブラジル、
スイス、ミャンマー、ケニアなどで過ごす。
●２０１１年にケニアで東日本大震災復興支援コンサートを開いたことをきっかけ
に、プロの歌手を志す。
●アメリカ、ロサンゼルスにあるカリフォルニア音楽大学にて、マイケル・ジャク
ソンのバックコーラスを務めたOren Water 氏に発声法を師事。
●２０１４年１月、アメリカのバークリー音楽大学に３年間在籍。　　
●グローバルな生活環境で養われた語学力、柔軟性、さまざまな経験を活かし、ポッ
プス、ジャズ、演歌など、ジャンルにとらわれない曲づくりを得意とする一方、
教会仕込みの表現力と感性で、ベースからテナーまで幅広く歌いこなす。
●現在は、ロサンゼルスを拠点に、国内外のアーティストへ楽曲を提供するほか、
日本人アーティストのマネジメント、海外進出に向けてのコーディネートや、プ
ロデュースも手掛けている。

【大使からひとこと】
～これからの大田原市の未来を担う子供たちへ～
　国際親善大使として、子供達が考え、行動できる環境を僕らが作って行ければと思っています。エンターテイ
ンメントや音楽を通じて、いろんな形で国際交流を教育プログラムとして発信してゆけるよう心がけてゆきま
す。

國井大河
（シンガーソングライター、
プロデューサー、写真家）

問政策推進課　Ａ２階　　（２３）８７１５
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