
部活動名 勝敗・順位 東信出場

第１試合 ×五中 ２対３X 依田窪南部中○
第２試合 対

第１試合 ○五中 ２対１ 東部中×
第２試合 　○五中 ２対０ 丸子中×
＜決勝トーナメント＞
準準決勝 　○五中 ２対０ 六中×
準決勝 　○五中 １対１ 一中× PK.6-5
決勝 　　○五中 １対１ 丸子北× PK.4-2

第１試合 ×五中 29対65 東部中○
第２試合 ×五中 38対50 丸子北中○

第１試合 ○五中 93対3 菅平中×
第２試合 ○五中 64対28 四中×
第３試合 ○五中 30対25 六中×
＜決勝トーナメント＞
準決勝 ×五中 40対64 塩田中○
三位決定戦 ×五中 50対70 東部中○

第１試合 ×五中 ０対２ 四中○
第２試合 ×五中 ０対２ 丸子中○
第３試合 ×五中 １対２ 真田中○

第１試合 ×五中 対 三中○
第２試合 ×五中 対 青木中○

第１試合 ×五中 対 真田中○
第２試合 ×五中 対 六中○
第３試合 ○五中 対 北御牧中×
第４試合 ×五中 対 東部中○
＜決勝トーナメント＞

×五中 対 一中○
×五中 対 塩田中○
○五中 対 北御牧中×

<個人戦> 男子 女子
柄澤滉司 ３回戦負 鶴田萌美 ３回戦負

原　七海 ３回戦負

第１試合 ×五中 １対２ 東部中○
第２試合 ×五中 １対２ 丸子中○
第３試合 ○五中 ２対１
第４試合 ○五中 ３対０ 真田中×
第５試合 ○五中 ２対１ 六中×
＜決勝トーナメント＞
準準決勝 ○五中 ２対０ 丸子北×
準決勝 ×五中 １対２ 丸子○
三位決定戦 ×五中 対 塩田○
<個人戦>

所　・堀内 ２位 中澤・箱山 ﾍﾞｽﾄ32
春原・宮島 ﾍﾞｽﾄ16

第１試合 ×五中 １対２
第２試合 ×五中 １対２ 丸子中○
第３試合 ×五中 ０対３ 真田中○
第４試合 ○五中 ２対１ 東部中×
第５試合 ×五中 ０対３ 四中○
<個人戦>

下村･小田中 ﾍﾞｽﾄ32 冨澤・高寺 ﾍﾞｽﾄ32
竹鼻・倉島 ﾍﾞｽﾄ32
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四中×

＜予選リーグ戦＞

＜予選リーグ戦＞

＜予選リーグ戦＞

＜予選リーグ戦＞

＜予選リーグ戦＞

＜予選トーナメント＞

女 バ レ

２勝０敗

１位

３勝０敗

４位

敗退

１勝４敗
敗退

上田市立第五中学校

＜団体戦　男子＞

六中○

対　　　　戦　　　　結　　　　果

敗退

０勝３敗
敗退

０勝２敗
敗退

野 球

剣 道

サッカー

女バスケ

男バスケ

男テニス

＜予選リーグ戦＞

女テニス

　３勝２敗

　４位

所　･堀内
春原・宮島
中澤・箱山

＜団体戦　女子＞

０勝２敗
敗退

　３勝２敗

　６位

下村･小田中
竹鼻・倉島
冨澤・高寺



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

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

堀　　恵大 ﾍﾞｽﾄ16 田村　　栞 ﾍﾞｽﾄ16
清水　祐馬 ﾍﾞｽﾄ16 池田かおり ﾍﾞｽﾄ８

第１試合 ×五中 １勝４敗 丸子北中○
第２試合 ○五中 ４勝１敗 依田窪南部中×
第３試合 ×五中 ０勝４敗１分 東部中○

55㎏荒井力丸 ８位 66㎏関　健太 ７位

66㎏近藤朱音 ５位 81㎏伊藤智希 １位

＜記録会＞ 梶原　孝治 200Mメド １位
200Mバタ １位
100M自由 ２位

＜団体戦　男子＞

２勝３敗
４位

池田かおり

＜団体戦男子＞

＜団体戦男子＞

１勝２敗
敗退

３勝２敗
２位

荒井力丸
近藤朱音
関　健太
伊藤智希

水　　泳

卓　　球
＜団体戦　女子＞

柔　　道

梶原孝治


