
五中だより 鳳 No３

中体連上小大会が行われました。前日の雨で開催が心配されましたが、当日は晴天の元各部

とも予定通り大会を開催することができました。以下に大会結果を報告します。
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文責：教頭 江守 義和

部活動名 勝敗・順位 東信出場

第１試合 ×五中 ５－９ 丸子中

第１試合 ○五中 １５－０ 菅平中
第２試合 ○五中 ３－１ 真田中
＜決勝トーナメント＞ －

×五中 １－４ 丸子中
○五中 ２－２ 4中

PK 4-3

第１試合 ×五中 26－130 一中
第２試合 ×五中 60－82 三中

第１試合 ×五中 ３４－５１ 東部中
第２試合 ○五中 ５１－２４ 南部中
＜決勝トーナメント＞

○五中 ５２－３２ 塩田中
×五中 ４２－５７ 四中

第１試合 ×五中 ０－２
第２試合 ×五中 ０－２

第１試合 ○五中 四中
第２試合 ○五中 東部中
＜決勝トーナメント＞

○五中 塩田中
準決勝 ○五中 三中

決勝 ○五中 青木中
<個人戦> 男子

栗橋　克魁 ４位
藤澤　亮哉 ８位

第１試合 ○五中 ２－１ 丸子北中
第２試合 ○五中 ３－０ 東部中
＜決勝トーナメント＞

×五中 １－２ 塩田中
○五中 ２－０ 三中
○五中 ２－１ 一中

<個人戦> 香山・塩川 優勝 半田・小菅 ﾍﾞｽﾄ32
塚原・竹鼻 4位 佐野・渡部 ﾍﾞｽﾄ32

第１試合 ○五中 ２－１
第２試合 ○五中 ２－１ 一中
＜決勝トーナメント＞

○五中 ２－０ 六中
○五中 ２－１ 丸子中
×五中 ０－２ 丸子北中

<個人戦> 成澤･深石 ﾍﾞｽﾄ８
古田･塚原 ﾍﾞｽﾄ８ 金子･藤巻 ﾍﾞｽﾄ32
南波･高井 ﾍﾞｽﾄ16 木村･宮島 ﾍﾞｽﾄ16

3勝2分け
2勝1敗2分け

対　　　　戦　　　　結　　　　果

野 球
＜予選トーナメント＞

善戦

サッカー

＜予選リーグ戦＞

５位

男バスケ
＜予選リーグ戦＞

善戦

女バスケ

＜予選リーグ戦＞

６位

女 バ レ

＜予選リーグ戦＞

善戦
四　中○　14-25　21-25
塩田中○　 8-25　17-25

剣 道

＜団体戦　男子＞　予選リーグ戦

優勝

５勝０敗
2勝1敗2分け

3勝2分け

男テニス

＜予選リーグ戦＞

５位

女テニス

２位

真田中

＜団体戦　男子＞



東信大会は、６月２５日（土）２６日（日）に開催されます。上小大会での反省を生かし、

精一杯活躍して欲しいと願います。

６月１４日（火）３年生と神科第一保育園の年長組の園児の皆さんで、道路沿いの花壇の苗

を植えることを通して交流を行いました。当日は地域のボランティアの方々にも来ていただき

苗の植え方の指導をしていただいたり、神科交番から安全確保のための交通整理に来ていただ

いたりして交流が行われました。UCV では夕方のニュースでも紹介されました。
今回の交流はチーム鳳の活動の一つとして行われました。今後「地域の先輩に学ぶ」など色

々な面で地域の方々にはお世話になります。よろしくお願いします。

６月の予定＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

６日 血液検査 ２０日 学校保健委員会・プール開き

７日 学校評議員会 ２１日 チーム鳳懇談会

９日 上小大会壮行会 ２２日 集金日

１０日～１１日 中体連上小大会 ２４日 東信大会壮行会

１４日～１７日 参観日週間 ２５日～２６日 中体連東信大会

１５日 けが・痛み相談会 ２７日 計画休

１８日 ＰＴＡ作業 ３０日～７月１日 １学期期末テスト

南波･高井 ﾍﾞｽﾄ16 木村･宮島 ﾍﾞｽﾄ16

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

第１試合 ○五中 ３－１ 三中
第２試合 ○五中 ３－１ 四中
第３試合 ○五中 ３－１ 二中
第４試合 ×五中 ２－３ 東部中
第５試合 ×五中 ２－３ 一中
<個人戦> 男子 女子

白石　逸奎 ﾍﾞｽﾄ８ 渡邉　弥叶 優勝
田村　一貴 ﾍﾞｽﾄ８ 竹内　萌葉 ﾍﾞｽﾄ８
関　　優斗 ﾍﾞｽﾄ12 冨沢　綾音 ﾍﾞｽﾄ12

優勝

3位
＜記録会＞

柴田　博亮 2位
優勝
4位

小林　灯敦 14位
21位

宇津野　篤 男子共通3000m 優勝 西　智也 男子共通棒高跳　  ２位

赤尾　聡良 男子共通砲丸投 優勝 高木　更紗

柳田　彩人 男子共通棒高跳 優勝 藤澤　鈴香

河田　璃音 女子共通200m 優勝 柳沢　優羽

下島　遥佳 女子共通800m 優勝 尾沼　優

土屋　海斗 男子1年走幅跳 2位 西川　亜海

女子共通4×100ｍﾘﾚｰ　　優勝 安達　朋笑

女子1･2年４×100mﾘﾚｰ　5位 男子1･2年4×100m　６位

1年女子走幅跳　 ５位

女子1年走幅跳　 ８位

荒井　德輝

男子1年1500m　  ７位

女子2年100m　　 ８位

陸上競技

柔道

＜女子＞

東信陸上大会　　県大会出場

女子共通1500m　 ２位

女子共通走高跳　３位

立野　いちか

水　　泳

100m背泳ぎ
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ
200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ
50m自由形
100m自由形

卓　　球

＜団体戦　男子＞

２位

＜団体戦　女子＞

２位




