
部活動名 勝敗・順位 東信出場

第１試合 ×五中 １－９ 三中○

第１試合 ×五中 ０－１ 東部中○
第２試合 ×五中 １－２ 四中○

第１試合 ○五中 ５３－４６ 東部中×
第２試合 ○五中 ５６－３７ 四中×
＜決勝トーナメント＞
準決勝 ○五中 ６４－３５ 三中×
決勝 ×五中 ４２－４７ 一中○

第１試合 ×五中 ３５－５９ 真田中○
第２試合 ×五中 ２２－５５ 丸子中○

第１試合 ○五中 ２－１
第２試合 ×五中 ０－２
第３試合 ○五中 ２－０ 青木中×
＜決勝トーナメント＞
１回戦 ○五中 ２－１ 一中×
準決勝 ×五中 ０－２ 塩田○
三決 ×五中 ０－２ 三中○

第１試合 ○五中 ４－０ 丸子中×
第２試合 ○五中 ５－０ 一中×
＜決勝トーナメント＞
１回戦 ○五中 ５－０ 二中×
準決勝 ○五中 ３－０ 北御牧中×
決勝 ○五中 ５－０ 塩田中×
<個人戦> 男子

３年 安藤　成寿 １位
３年 栗橋　克魁 ２位

第１試合 ×五中 １－２ 塩田中○
第２試合 ×五中 １－２ 丸子中○
第３試合 ○五中 ２－１ 三中×
＜決勝トーナメント＞
１回戦 ○五中 ２－０ 一中×
準決勝 ○五中 ２－０ 六中×
決勝 ×五中 １－２ 塩田中○
<個人戦>

ベスト８
ベスト３２

第１試合 ○五中 ３－０ 真田中×
第２試合 ○五中 ３－０ 一中×
＜決勝トーナメント＞
１回戦 ○五中 ２－０ 丸子中×
準決勝 ×五中 ０－２ 丸子北○
三決 ○五中 ２－１ ニ中×

女テニス

３年小菅・高橋ペア
３年　原・堀内ペア

３位

女バスケ
＜予選リーグ戦＞

善戦

女 バ レ

＜予選リーグ戦＞

４位

真田中×

男バスケ

＜予選リーグ戦＞

２位

四中○

男テニス

＜予選リーグ戦＞

２位

平成２９年度 上小体育大会結果　
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対　　　　戦　　　　結　　　　果

野 球
＜トーナメント＞

善戦

＜予選リーグ戦＞

サッカー 善戦

＜予選リーグ戦＞

剣 道

＜団体戦　男子＞　予選リーグ戦

１位



<個人戦>
３位
ベスト１６
ベスト３２

第１試合 ○五中 ３－１ 三中×
第２試合 ×五中 １－３ 二中○
第３試合 ×五中 １－３ 四中○
第４試合 ×五中 １－３ 一中○
第５試合 ○五中 ３－０ 東部中×

第１試合 ○五中 ３－０ 二中×
第２試合 ○五中 ３－０ 三中×
第３試合 ○五中 ３－０ 四中×
第４試合 ○五中 ３－０ 東部中×
第５試合 ×五中 ０－３ 一中○

<個人戦> 女子

２年 中澤理莉子 ７位
３年 下村　奈稚 １０位
３年 堀内結羽妃 １２位

３年 荒井德輝 １位
＜記録会＞

３年 柴田博亮

３年 小林灯敦
１年 沓掛未咲

１年 市河仁太

下島　遥佳 女子共通８００m １位 西　智也

土屋　海斗 男子共通四種 １位 村木　竜馬

滝澤　諒 男子共通四種 ４位 柳澤　優羽

藤澤　鈴香 女子共通四種 ５位 安達　朋笑

岩下　　栞 女子共通棒高跳 １位 西川　亜海

小林　　楓 女子共通棒高跳 ５位 降旗　雄哉

尾沼　　優 男子共通４００ｍ ３位 杉山　佳乃

女子1･2年4×100mリレー　４位 男子1･2年4×100mリレー　６位

女テニス

柔道
<個人戦>

卓　　球

ベスト
マナー賞

＜団体戦　男子＞

水　　泳

100バ１位 1′10″30　　　200平１位　2′42″32
100平２位 1′14″69

50自 35″05
50自 42″79　　　　100平 1′41″47
200平５位 3′12″28　　　200個メ５位 3′04″78
100平 1′30″32

４位

＜団体戦　女子＞

２位

３年村田・宮原ペア
３年宮坂・丸山ペア
２年市場・加納ペア

陸上競技

男子共通棒高跳　５位

女子共通砲丸投　２位

女子共通走幅跳  ６位

女子共通砲丸投　５位

女子共通砲丸投　６位

男子共通走高跳　６位

男子共通棒高跳　２位

東信陸上


