
☆中体連大会結果（県大会まで）

部活動名 諏 訪 大 会

＜卓球部＞ 【男子団体戦】 【女子団体戦】
富士見中 ３－０ 清陵附属中 富士見中 ３－２ 清陵附属中

諏訪大会 富士見中 ３－１ 茅野東部中 富士見中 ３－１ 茅野東部中
富士見中 ３－１ 岡谷西部中 富士見中 ３－０ 岡谷北部中
富士見中 ３－０ 諏訪西中 富士見中 ３－０ 岡谷西部中
富士見中 ３－０ 岡谷北部中 富士見中 ３－０ 諏訪西中
富士見中 １－３ 上諏訪中
富士見中 ３－０ 諏訪中 優勝 ☆南信大会出場
２位 ☆南信大会出場

【個人戦】 【個人戦】
１位 K・R １位 K・F
ﾍﾞｽﾄ 16 K・T I・H ４位 T・M

M・R ﾍﾞｽﾄ 8 S・A
ﾍﾞｽﾄ 24 G・Y ﾍﾞｽﾄ 16 K・R Y・S

南信大会 団体 富士見中 ２－３ 喬木中 団体 富士見中 ０－３ 緑ヶ丘中
富士見中 ２－３ 鼎中 富士見中 １－３ 阿智中

個人 K・F ベスト 16 ☆県大会出場

＜女子 【団体戦】＜予選リーグ戦＞ 【個人戦】
ソフトテニス部＞ 富士見中 １－２ 永明中 O・H／ O・R

富士見中 ２－１ 茅野北部中 ﾍﾞｽﾄ 16
諏訪大会 富士見中 １－２ 岡谷東部中 ☆南信大会出場

富士見中 ３－０ 岡谷北部中
富士見中 １－２ 下諏訪社中 リーグ戦３位通過

【団体戦】＜決勝トーナメント＞
準々決勝 富士見中 ０－２ 岡谷西部中
５位決定戦 富士見中 １－２ 上諏訪中 ６位

南信大会 初戦敗退

＜男子 【団体戦】＜決勝リーグ戦＞ 【個人戦】
ソフトテニス部＞ 富士見中 ３－０ 諏訪南中 H・N／ U・Y ﾍﾞｽﾄ 8

富士見中 ２－１ 諏訪中 ☆南信大会出場
諏訪大会 富士見中 ０－３ 下諏訪中

富士見中 ２－１ 茅野東部中
２位 ☆南信大会出場

南信大会 富士見中 ０－３ 竜峡中 初戦敗退

＜女子 ＜予選リーグ戦＞ 富士見中 ２－０ 長峰中
バレーボール部＞ 富士見中 ２－１ 茅野北部中 リーグ１位で決勝トーナメントへ

＜決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ＞ 富士見中 ２－０ 岡谷東部中
諏訪大会 準決勝 富士見中 ２－０ 諏訪西中

決 勝 富士見中 ２－０ 茅野東部中 優勝 ☆南信大会出場

南信大会 富士見中 ２－０ 辰野中
富士見中 ０－２ 飯島中

＜男子 富士見中 ７９－２８ 岡谷東部中
バスケットボール部＞ 富士見中 ５３－３８ 長峰中

準決勝 富士見中 ７５－６７ 諏訪中 （延長戦）
諏訪大会 決 勝 富士見中 ５５－６８ 諏訪西中 ２位 ☆南信大会出場

南信大会 富士見中 ４６－６３ 伊那中

＜女子 富士見中 ７４－４１ 岡谷北部中
バスケットボール部＞ 富士見中 ４５－４３ 茅野北部中

準決勝 富士見中 ３７－５４ 諏訪南中
諏訪大会 ３ 決 富士見中 ４６－４９ 岡谷東部中 ４位 ☆南信大会出場

南信大会 富士見中 ５０－５５ 喬木中

＜サッカー部＞ ＜予選リーグ戦＞ 富士見中 １３－０ 下諏訪社中
富士見中 ０－０ 岡谷東部中 得失点差で予選リーグ ２位

諏訪大会 各リーグの２位で５位決定戦



富士見中 １－０ 永明中
４－０ 茅野東部 ５位 ☆南信大会出場

南信大会 富士見中 ０－４ 赤穂中

＜軟式野球部＞ 富士見中 １－４ 茅野北部中
諏訪大会

＜剣道＞ ＜団体戦＞＜決勝リーグ戦＞ ＜個人戦＞
富士見中 ０－５ 岡谷東部中 ﾍﾞｽﾄ８以上はなし。

諏訪大会 富士見中 ０－５ 諏訪西中
富士見中 １－４ 原中
富士見中 ２－１ 諏訪中 ４位 ☆南信大会出場！

南信大会 富士見中 ０－５ 春富中
富士見中 ０－４ 松川中 リーグ戦敗退

＜バドミントン＞ 女子ダブルス N・Y／ S・Tペア ３位
諏訪大会

南信大会 ２回戦，３回戦で敗退

＜水泳＞ N・K 男子 100mバタフライ ２位
諏訪大会

南信大会 M・K 男子 400m自由形 ７位
これ以下県大会出場
K・H 女子 200m自由形 ４位

50m 自由形 標準記録突破
D・M 男子 50m 自由形 標準記録突破

男子 100m 自由形 標準記録突破
N・K 男子 50m 自由形 標準記録突破

県大会 入賞者なし

＜陸上競技部＞ 男子 女子
男子低学年リレー ３位

南信大会 M・S，Y・Y A・M 共通 800m １位
K・N，K・S K・N 共通 1500ｍ ６位

K・N 1年 100m ８位
☆県大会出場種目＆ B・N 共通 800m ８位
選手 K・K 2,3年走り幅跳び ３位

T・Y 2,3年 1500m ６位
N・D 共通４種競技 ４位

県大会 N・D 共通４種競技 １０位 A・M 共通 800m 北信越大会へ ２位

K・N 共通 1500m ７位


