
部活動名 勝敗・順位

第１試合 ○五中 ８－２ 小諸東中
第２試合 ○五中  １１－９ 浅科中 ［特別延長８回］

＜決勝トーナメント＞　　６／２６（土）
１回戦 ●五中 ９－１０ 中込中 ［特別延長９回］

第１試合 ○五中 ２－０ 二中
準決勝 ○五中 ２－１ 丸子中
決　勝 ●五中 ０－２ 東部中
＜決勝トーナメント＞　　６／２６（土），２７（日）
１回戦 ○五中 ３－１ 御代田中
２回戦 ●五中 １－１ 臼田中

（４－５） 【ＰＫ戦】
代表決定戦 △五中 １－１ 丸子中
代表決定戦 ○五中 ２－１ 一中

第１試合 ○五中 ８６－５３ 一中
第２試合 ○五中 ７１－５９ 佐久東中
＜決勝トーナメント＞　　６／２６（土），２７（日）
１回戦 ○五中 ６６－５３ 望月中
準々決勝 ○五中 ５５－４２ 芦原中
準決勝 ○五中 ６７－６５ 野沢中
決　勝 ●五中 ４５－６４ 六中

第１試合 ○五中 ５６－３９ 小諸東中
第２試合 ●五中 ２９－８５ 佐久東中

１回戦 ●五中 ２７－４０ 臼田中

第１試合 ○五中 ２－０ 丸子中
第２試合 ○五中 ２－０ 佐久東中
第３試合 ●五中 ０－２ 野沢中

第１試合 ●五中 １－２ 軽井沢中
第２試合 ○五中 ２－１ 望月中
第３試合 ○五中 ２－０ 浅間中

第１試合 ●五中 １－２ 南部中
第２試合 ●五中 ０－３ 四中

第１試合 ●五中 １－２ 二中
第２試合 ●五中 ０－３ 塩田中

第１試合 ●五中 ０－３ 一中
第２試合 ●五中 ０－３ 四中

卓　球
＜団体戦 男子  予選＞　　６／１２（土）

3年・3年ペア　上小予選会 ベスト３２　 東信本大会 １回戦敗退
2年・3年ペア　上小予選会 ベスト３２　 東信本大会 ２回戦敗退

女　子
テニス

＜予選リーグ戦＞　　６／１２（土）

惜敗
<個人戦>　　６／１３（日），２７（日）
3年・3年ペア　上小予選会 ベスト３２　 東信本大会 １回戦敗退
2年・2年ペア　上小予選会 ベスト３２　 東信本大会 １回戦敗退

女　子
バレー

＜予選リーグ＞　　６／２０（日）

惜敗＜決勝大会　予選リーグ＞　　６／２６（土）

男　子
テニス

＜予選リーグ戦＞　　６／１２（土）

惜敗
<個人戦>　　６／２０（日），２７（日）
2年・2年ペア　上小予選会 ベスト１６　 東信本大会 ２回戦敗退
3年・3年ペア　上小予選会 ベスト３２　 東信本大会 ２回戦敗退

男　子
バスケ

＜予選リーグ戦＞　　６／１２（土）

東信
２位
県大会出場

女　子
バスケ

＜予選リーグ戦＞　　６／１２（土），２６（土）

惜敗
＜決勝トーナメント＞　　６／２６（土）

五中生躍動！ 令和３年度 中体連夏季東信大会結果　
対　　　　戦　　　　結　　　　果

野　球

＜予選リーグ戦＞　　６／２０（日）

惜敗

サッカー

＜予選リーグ戦＞　　６／１２（土）・１３（日）

東信
４位
県大会出場

五中だより
第４号 鳳 令和３年７月９日

文責 宮澤 良雄（教頭）
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第３試合 ○五中 ３－１ 三中
第４試合 ○五中 ３－１ 東部中
第５試合 ●五中 ０－３ 二中

第１試合 ○五中 ３－２ 望月中
第２試合 ●五中 １－３ 佐久穂中

第１試合 ●五中 １－３ 臼田中
第２試合 ●五中 ２－３ 一中
第３試合 ○五中 ３－２ 浅間中

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

第１試合 ○五中 ３－０ 御代田中
第２試合 ●五中 ０－３ 佐久穂中

第１試合 ○五中 ３－１ 中込中
第２試合 ●五中 ０－３ 浅間中
第３試合 ●五中 ２－３ 臼田中

第１試合 ○五中 ５－０ 北御牧中
第２試合 ○五中 １－０ 野沢中
＜決勝トーナメント＞　　６／２７（日）
準々決勝 ○五中 ３－０ 小諸東中
準決勝 ○五中 １－０ 望月中

決　勝 ○五中 ２－１ 浅間中

3年女子 Tさん　共通棒高跳　１位
3年女子 Sさん　3年100ｍ　　５位
3年女子 Sさん　共通800ｍ　 ７位
2年女子 Nさん　共通100ｍＨ ６位
1年男子 Tさん　1年1500ｍ　 ３位
1年男子 Mさん　1年走幅跳　 ４位
1年男子 Nさん　共通砲丸投　５位
1,2年リレー女子(1年 2名、2年 2名) ５位

3年男子　Tさん　共通1500ｍ　２位
3年女子　Hさん　共通砲丸投　６位
2年女子　Yさん　共通棒高跳　５位
2年女子　Tさん　共通棒高跳　７位
1年男子　Sさん　１５００ｍ　４位
1年女子　Tさん　走幅跳　 　 ４位
共通リレー女子(3年　4名)　６位
1,2年リレー男子(1年　4名) ７位

陸　上

〔東信大会〕　　６／５（土）　※県大会出場者のみ掲載

<個人戦>　男子　　６／１３（日），２７（日）
3年 Mさん　上小予選会 １５位　東信本大会　２回戦敗退
<個人戦>　女子　　６／１３（日），２７（日）
3年 N さん　上小予選会 ４位  東信本大会 ベスト８　県大会出場（６位）
3年 A さん　上小予選会 ６位  東信本大会 ベスト８　県大会出場（５位）
3年 K さん　上小予選会 ９位  東信本大会 ベスト16　県大会出場（14位）

柔　道
<個人戦>　女子　　６／２６（土）

3年　Nさん　２位　県大会出場

2年　Fさん・Yさん・Iさん・Sさん　女子フリーリレー 東信３位

剣　道

バドミ
ントン

〔東北信大会〕６／２６（土），２７（日）

※1年女子 Nさん　ベスト３２

水　泳

〔東北信大会〕　　６／２０（日）　※県大会出場者のみ掲載

3年 Hさん　男子 400ｍ個人メドレー 東信１位， 100ｍバタフライ 東信２位　
3年 Yさん　男子 100ｍ背泳ぎ 東信３位， 200ｍ背泳ぎ 東信３位
2年 Iさん　女子 100ｍ平泳ぎ 東信３位， 200ｍ平泳ぎ 東信１位
2年 Sさん　女子  50ｍフリー 東信１５位
2年　Yさん　女子 100ｍバタフライ 東信２位， 200ｍバタフライ 東信２位

＜団体戦　女子＞　予選リーグ戦　　６／２６（土）

東信
１位
県大会出場

<個人戦>　女子　　６／２６（土），２７（日）

3年 Gさん　５位　県大会出場

※3年 Sさん　東信ベスト１６　　　　Ⅱ年 Tさん　東信ベスト１６

卓　球

惜敗
＜決勝大会　１次リーグ＞　　６／２６（土）

＜決勝大会　２次リーグ＞

＜団体戦 女子　予選＞　　６／１２（土），２６（土）

惜敗＜決勝大会　１次リーグ＞　　６／２６（土）

＜決勝大会　２次リーグ＞

今回の勝敗は，きっと「紙一重の差」であったと思

います。その「紙一重の差」が何であったのかを，

この先追い求めてほしいと思います。また，この貴

重な経験をこれからの生活に生かしてください。君

たちのさらなる成長を期待しています。


