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平成２５年６月１１日

平成 25年度 上小大会結果（最終版）
１ 野球部

【１日目】 ○ １－０ 真田 【２日目】 ● ０－１ 塩田

【３日目】 ○ ６－１ 北御牧

→上小地区 ５位 東信大会出場

２ サッカー部 ※１日目は雷雨のため試合できず。

【２日目】 ○ ２－０ 塩田 ● ３－４ 丸子北中

→決勝トーナメント進出

【３日目】 ○ ２－１ 上田二 →上小地区 ４位 東信大会出場

● ０(PK5-6)－０ 上田五

３位決定戦 ●１(PK2-4)－１ 東部

３ 男子ソフトテニス部

【１日目】 ● ０－３ 塩田 ○ ２－１ 上田三 ● １－２ 丸子北

○ ３－０ 南部 →決勝トーナメント進出

【２日目】決勝トーナメント

● ０－２ 東部

代表決定戦 ○ ２－０ 上田６ →上小地区 ６位 東信大会出場

５，６位決定戦 ● １－２ 丸子北

４ 女子ソフトテニス部

【１日目】 ○ ３－０ 塩田 ● １－２ 上田二 ○ ２－１ 上田三

【２日目】 ● ０－３ 丸子北 ○ ２－１ 南部

→決勝トーナメント進出

● １－２ 丸子

代表決定戦 ● １－２ 真田 （上小大会敗退）

５ 男子バスケットボール部

【１日目】 ○ ６２－１８ 塩田 ○ ５８－４３ 真田

→決勝トーナメント進出

【２日目】 決勝トーナメント ● ３０－６７ 上田三

３位決定戦

○ ５９－４８ 南部 →上小地区 ３位 東信大会出場

６ 女子バスケットボール部

【１日目】 ● ３２－４２ 東部 ○ ３５－３１ 丸子

→決勝トーナメント進出

【２日目】 決勝トーナメント ● ４１－ ４３ 上田三

７，８位決定戦

○ ５３－４５ 青木 →上小地区 ７位 東信大会出場
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７ 男子バレーボール部

【１日目】 ○２（25-23 25-21）－１ 真田 ●１ (20-25 25-18 16-25)－２ 上田六

●０ (23-25 16-25)－２ 上田四 →決勝トーナメント進出

【２日目】決勝トーナメント

○ ２(15-25 26-24 25-14)－１ 塩田

○ ２(28-26 27-25)－０ 上田六 →上小地区 ２位 東信大会出場

決勝 ● ０(11-25 16-26)－２東部

８ 女子バレーボール部

【１日目】 ● １（17-25 25-21 28-30）－２ 上田二

● ０（12-25 10-25）－２ 南部 ○ ２ (25-5 25-14) －０ 和田

（上小大会敗退）

９ 卓球部 ※「応援・マナー賞」受賞

（１）男子

【１日目】個人戦 （上小大会敗退）

【２日目】団体戦 ○ ３－１ 東部 ○ ３－２ 上田五 ● ０－３ 上田三

（総当たり） ● １－３ 上田二 ● １－３ 上田四 （上小大会敗退）

（２）女子

【１日目】個人戦

６位 持田真優華 →東信大会出場

10位 楢原 美玖

【２日目】

②団体戦 ● ２－３ 上田三 ○ ３－２ 上田四 ○ ３－１ 東部

（総当たり） ● ２－３ 上田五

○ ３－１ 上田二 →上小地区 ３位 東信大会出場

１０ 剣道部

（１）男子

【１日目】 個人戦 ベスト８に入れず。 （上小大会敗退）

【２日目】 団体戦 ● １－２ 塩田 ● １－１ 東部 （上小大会敗退）

（２）女子

【１日目】 個人戦 ベスト８に入れず。 （上小大会敗退）

【２日目】 団体戦 ○ ３－０ 塩田 ○ ３－０ 上田四 ● ０－５ 上田三

→決勝トーナメント進出

○ ３－１ 上田五

● ０－４ 上田六 →上小地区 ４位 東信大会出場

３位決定戦

● ０－３ 東部
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１１ 柔道部

【１日目】 団体戦 △ ２－２ 上田二 ○ ３－２ 上田三 ○ 不戦勝 真田

準決勝 ● ０－５ 東部

３位決定戦 ○ ４－１ 丸子北 →上小地区 ３位 東信大会出場

【２日目】 個人戦

55kg級 １位 春日明斗 ２位 生駒寛太 ６位 市崎直大 ７位 花岡祐哉

66kg級 ２位 大江達也 ６位 田邊竣太郎 ８位 小林和貴

73kg級 １位 滝沢彪夢 ４位 太田瑛人

81kg 級 ５位 水野竜太郎

90kg 級 ２位 森山太一 →入賞者全員 東信大会出場

90kg超級 ２位 西島太一

１２ 水泳部（記録会）

【１日目】 →以下の入賞者 全員東信大会出場

〈男子〉

自由形 50m ６位 関 雄太 ３３．６８ ７位 細野稀理 ３３．９４

自由形 100m １位 平山大成 １．０３．９４ ５位 長谷川大空 １．０９．９９

自由形 200m １位 黒川将斗 ２．２２．１８ ４位 長谷川大空 ２．３７．３２

自由形 1500m １位 神田泰希 ２２．０１．３７

平泳ぎ 100m ２位 平山大成 １．１４．１７ ３位 田中翔大 １．２１．５７

平泳ぎ 200m １位 平山大成 ２．３９．３９ ４位 田中翔大 ２．５９．００

５位 後藤 晶 ３．０６．０６

個人メドレー 200m３位 黒川将斗２．４１．２１ ４位 後藤 晶２．５０．４８

リレー 400m １位 上田一中（神田 後藤 平山 黒川） ４．２２．８２

メドレーリレー ４位 上田一中（神田 後藤 黒川 関） ５．３０．４６

〈女子〉

自由形 50m １位 本道胡桃 ３２．３６

自由形 100m ２位 本道胡桃 １．１０．９２ ３位 田原瑠里愛 １．１２．７３

５位 小岩井志穂 １．１６．８５

自由形 200m ２位 小岩井志穂 ２．５２．６２

背泳ぎ 100m ４位 藤森 舞 １．３４．９５

背泳ぎ 200m ３位 常田彩生 ３．０５．２４ ５位 藤森 舞 ３．２５．２６

平泳ぎ 100m ２位 田原瑠里愛 １．３１．７３ ３位 渡辺莉子 １．４１．５６

６位 高寺 華 １．４４．０７

バタフライ 100m ２位 柳原美緒 １．２５．７２

個人メドレー 200m ２位 常田彩生 ３．０６．６１

リレー 400m ２位 上田一中（田原 常田 小岩井 本道）５．００．６６

メドレーリレー 400m 上田一中（常田 高寺 柳原 田原）５．４９．７５


