
【大会結果】

受付終了時刻 予備日

一般男子Ａクラス、一般女子Ａクラスダブルス
一般男子Ｃクラス、一般女子Ｃクラスダブルス
一般男子Ｂクラス、一般女子Ｂクラスダブルス
35歳以上、45歳以上、55歳以上男子ダブルス
40歳以上、50歳以上女子ダブルス
小学生男子・女子、中学生男子・女子シングルス

主 催 ㈶長岡市体育協会、長岡市テニス協会

共 催 長岡市、長岡市教育委員会

協 賛 ヨネックス
主 管 長岡市テニス協会

大会名誉会長 森　　民夫

大 会 会 長 小林　宏一

大会副会長 加藤　孝博、高田　裕司、小島　孝之、市村　輝男、広瀬　弘之、近藤　一彦

大 会 委 員 小林　　均、川上　春雄、石原　法男、長岡市テニス協会理事

ディレクター 石原　法男

レフェリー 川上　俊一

オフィシャル 長岡市テニス協会普及委員会

受 付 時 刻 9月8日（日） 全選手7：40までに受付終了のこと

（遅刻は棄権とみなします）

試 合 方 法 トーナメント方式　 １セットマッチ(6-6タイブレーク)

初戦敗者によるコンソレーションを行います。（6ゲーム先勝、ノーアドバンテージ）

審 判 セルフジャッジ

大会使用球 ヨネックス　TMP80
ラッキールーザー 採用します。(参加希望種目の受付時刻までに申し込むこと)

表 彰 ベスト４

そ の 他 1．試合進行は本部のオーダー・オブ・プレー（ＯＰ）で行います。進行に協力してください。

　本部では原則としてアナウンスをしません。対戦相手を確認して試合をしてください。

　前の試合が終了後、速やかにコートに入らない選手は棄権とみなします。

　なお、ＯＰは進行状況により変更がありますので随時ＯＰの確認をしてください。

２．ＯＰで次の試合に入った選手は、試合コートの傍で待機していてください。

　番号が若い方の選手は本部にボールとスコアシートを取りに来てください。

３．試合前の練習は各自サーブ4本のみとします。事前にウォームアップ等、準備をしてください。

４．審判はセルフジャッジです。ジャッジは、選手が即座に、正確に大きな声で行ってください。

５．試合が終了したら選手は速やかにコートブラシでコート整備をしてください。

６．勝者はボールとスコアシートを持って本部に結果を報告してください。

８．天候不良の際の大会有無の判断は、当日の試合開始時に決定します。

９．その他の事項についてはＪＴＡテニスルール2013を適用します。

《問合せ先》 レフェリー　長岡市テニス協会　川上俊一　090-1880-3510

会場 希望が丘テニス場　砂入り人工芝　（9/8…8面、9/15…10面、9/22…16面）

大　会　役　員

競　技　役　員

競技上の注意

７．テニスウェアー、テニスシューズを着用してください。（国体、IH応援シャツは可、Ｔシャツは不可）

9月8日（日）

平成25年度　第60回市民体育祭テニス大会

期日 種目　ダブルス・ジュニアシングルス

９月８日(日) 7：40

9/29
(日)９月１５日(日)

９月２２日(日)



平成２５年度　第６０回市民体育祭テニス大会
2013/09/8  長岡市営希望ヶ丘テニス場

男子Aクラス
塙　亮一 ベスト４まで表彰
岩崎 亮
田村優人 (TEAM ZERO)

田中慎也 (YONEX㈱)

佐原諄一
山崎秀斗
外川徹郎
長部太紀

女子Aクラス
石川琴実 (北部ジュニア) ベスト４まで表彰
柳澤有紀 (長岡市テニス協会)

石坂澄子
藤田陽子
佐々木亜美

山田芽生
松枝愛子
富田　縁

男子Cクラス
白井幹大 (TEAM ZERO) ベスト４まで表彰
小林克年 (ロイヤル)

今井信一 (エリート)

新良貴徹 (さくら)

田村　敦
田村　駿
磯部遼介 (アオシ)

星真澄 (ルネサンス)

女子Cクラス
三本茉美 ベスト４まで表彰
石川和奏
江口和江 (エリート)

星奈緒美 (ロイヤル)

五十嵐明子

丸山恵理
長谷川さくら

大脇みどり

３位

３位 (ルネサンス)

(さくら)

３位 (向陵高校)

３位 (さくら)

(さくら)

３位 (北部ジュニア)

３位

１位 (北部ジュニア)

２位

１位

２位 (エリート)

１位

２位

１位 (YONEX㈱)

２位

３位

３位 (NIPPON SEIKI)



平成２５年度第６０回市民体育祭テニス大会
2013/09/08  長岡市営希望が丘テニス場

男子ダブルスＡクラス

田村優人 (TEAM ZERO)

田中慎也 (YONEX㈱) 田村・田中

諏訪田翼 60
小川昭彦 諏訪田・小川

巻淵元秀 63
土田浩二 田村・田中

佐原諄一 61
山崎秀斗 佐原・山崎

植田信彦 63
久保　徹

外川徹郎
長部太紀 外川・長部 塙・岩崎

佐藤陽一 60 61
多田　剛 外川・長部

島田圭介 (柏) 62
野原大輔 (TEAM ZERO) 塙・岩崎

塙　亮一 64
岩崎 亮 塙・岩崎

高橋良雄 (ルネサンス) 60
松平光央 (さくら) 塙・岩崎

佐藤貴史 61
今井翔平

9 (YONEX㈱)

[3] 8

[2] 11 (TEAM ZERO)

10

7 (エリート)

6 (NIPPON SEIKI)

5 (NIPPON SEIKI)

[4] 4 (さくら)

[1] 1

3 (一般)

2 (北部ジュニア)



平成２５年度第６０回市民体育祭テニス大会
2013/09/08  長岡市営希望が丘テニス場

女子ダブルスＡクラス

石川琴実 (北部ジュニア)

柳澤有紀 (長岡市テニス協会) 石川・柳沢

今井幹与 61
野口明子 今井・野口

大滝英里子 60
金石ひな子 石川・柳沢

佐々木亜美 61
山田芽生 佐々木・山田

鹿田典子 (ルネサンス) 75
清田智也子 (さくら) 石川・柳澤

酒井紀子 61
小日向桃香 松枝・富田

松枝愛子 62
富田　縁 石坂・藤田

池田咲季 61
斎藤千春 関・長尾

関香代子 (さくら) 62
長尾すみ子 (マリモ) 石坂・藤田

石坂澄子 63
藤田陽子

2 (さくら)

[1] 1

3 (向陵高校)

[3] 7 (さくら)

6 (向陵高校)

5

[4] 4 (向陵高校)

8 (向陵高校)

[2] 10 (エリート)

9



平成２５年度第６０回市民体育祭テニス大会
2013/09/08  長岡市営希望が丘テニス場

男子ダブルスＣクラス

シードはありません

槙　健介
田中雅也 田村・田村

田村　敦 63
田村　駿 田村・田村

滝沢武敏 (一般) 62
加藤和彦 (ルネサンス) 今井・新良貴

上條喜八郎 76(5)
大橋正弘 今井・新良貴

今井信一 (エリート) 62
新良貴徹 (さくら) 今井・新良貴

小林長司 61
高橋良行 白井・小林

宮　一隆 63
諏佐俊輔 磯部・星

磯部遼介 (アオシ) 63
星真澄 (ルネサンス) 磯部・星

早川文夫 60
野村　仁 白井・小林

白井幹大 (TEAM ZERO) 64
小林克年 (ロイヤル) 白井・小林

渡辺　庸 62
渡辺二夫 白井・小林

大橋孔一 60
大橋太一

2 (北部ジュニア)

1 (一般)

3

7 (一般)

6 (一般)

5

4 (一般)

8

12 (一般)

11 (マリモ)

10

9 (一般)



平成２５年度第６０回市民体育祭テニス大会
2013/09/08  長岡市営希望が丘テニス場

女子ダブルスＣクラス

シードはありません

大熊伸江
野口美冴 五十嵐・丸山

五十嵐明子 62
丸山恵理 五十嵐・丸山

高野倫子 64
平木光枝 三本・石川

児玉紀子 62
美濃谷裕子 三本・石川

三本茉美 61
石川和奏 三本・石川

貝瀬里歩 62
林 優里 貝瀬・林

浅井美千代 64
廣川裕子 三本・石川

吉井和子 62
伊藤美樹 江口・星

江口和江 (エリート) 75
星奈緒美 (ロイヤル) 江口・星

田中京香 64
中川恵美 江口・星

酒井萌華 60
大﨑絵理沙 金内・佐藤

金内ひとみ 62
佐藤由枝 長谷川・大脇

長谷川さくら 62
大脇みどり

2 (さくら)

1 (YONEX㈱)

4 (一般)

3 (エリート)

6 (向陵高校)

5 (北部ジュニア)

7 (ルネサンス)

11 (向陵高校)

10 (向陵高校)

9

8 (一般)

13 (ルネサンス)

12 (エリート)




