
主 催 長岡市テニス協会

主 管 長岡市テニス協会普及委員会

期 日 平成２６年４月１３日（日）　［予備日：４月２０日(日）］

会 場 長岡市希望が丘テニス場（砂入人工芝１２面）　

種 目 男子ダブルス Ａクラス、Ｂクラス、Ｃクラス

女子ダブルス Ａクラス、Ｂクラス、Ｃクラス

受 付 時 刻 Ｃクラス：午前7時３０分まで

Ｂクラス：午前９時まで

Ａクラス：午前１０時まで

参 加 資 格 長岡市テニス協会員、及び長岡市に在住、勤務、在学する方

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、ノーアド）

審 判 セルフジャッジ

使 用 球 ヨネックス　TMP80

平成２６年度

長岡市オープニングテニスダブルス大会

【コンソレーションは行いません】

クラスの目安 （協会員は登録クラスに準ずる）

Ａクラス／中越大会以上出場者程度

Ｂクラス／市内大会出場者程度

Ｃクラス／初心者、初級者およびＢクラス1・2回戦敗者程度

大会結果

ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ 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)

参 加 料 当日徴収　１ペア 協会員 ２,５００円　　非協会員 ４,５００円

高校生以下 ２,０００円

問 合 せ 長岡市テニス協会普及委員会　☎ 090-1880-3510

そ の 他 ・過去にB又はCクラスで優勝した方は、上位ランクのクラスに出場すること。

・参加申込の取消は申込期限までにFAX等書面でお願いします。

・申込締切後の欠場は参加料を徴収させていただきます。

・受付時刻に遅れた場合はＮＳ（欠席）とします。

・テニスウェアー（Ｔシャツは不可）、テニスシューズを着用ください。

・日本テニス協会テニスルール２０１４を適用します。

・上記の大会日程、競技方法は、天候や参加数により変更する場合があります。

・天候等による試合の有無、日程変更等は大会当日会場で決定します。



平成２６年度　長岡市オープニングテニスダブルス大会成績

2014年4月13日(日)  長岡市希望が丘テニス場

男子Aクラス 女子Ａクラス
長谷川耕也 柳澤 有紀 (長岡市テニス協会)

植田 信彦 石川 琴実 (北部ジュニア)

田中 直行 伊豆 萌美
藤原 大記 田村みなみ
早川 之純 穴沢 重子
野本 昌宏 野口 明子
土田 達也 (TEAM ZERO) 尾崎 真希
田中 慎也 (YONEX（株）) 神保佐知子

男子Bクラス 女子Ｂクラス
荒木　凌 吉田 陽菜
阿部 有三 古川 愛未
酒井 勝二 高橋 海希 (蒼柴SCTA)

野口 賢一 神成 真生 (北部ジュニア)

堀澤 尚史 加藤真紀子
白井 淳平 土屋 紘子
吉岡 睦夫 関香代子 (さくら)

佐藤 僚多 長尾すみ子 (マリモ)

男子Cクラス 女子Ｃクラス
難波　豊 (アオシ) 石山　希
加藤 和彦 (ルネサンス) 大野菜々未
細川 栄徳 (エリート) 中村　陽
五十嵐孝雄 (NIPPON SEIKI) 村上日菜子
風間 勇秀 細貝美恵子
高橋 海翔 佐藤公仁子
今井 信一 (エリート) 池田 萌子
太刀川 和夫 (ルネサンス) 小林 澪奈

３位

(ヨネックス)

１位 (NIPPON SEIKI)

２位

３位 (さくら)

１位

２位

(ルネサンス)

３位

３位

(柏)

(ルネサンス)

１位 (長岡工業高校)

２位 (NIPPON SEIKI)

３位 (長岡大手高校)

２位 (旭岡中)

３位 (さくら)

３位 (西中)

(グリーン)

(西中)

(旭岡中)１位１位

２位

３位 (長岡市テニス協会)

３位

３位

１位

２位

３位 (NIPPON SEIKI)

３位



平成26年度長岡市オープニングダブルス大会
2014/04/13  長岡市希望が丘テニス場

男子Ａクラス

長谷川耕也
植田 信彦 長谷川.植田

荒岡 利彦 61
恩田 絢介 荒岡.恩田

阿部 聖也 60
久保田滉希 長谷川.植田

佐藤 大祐 61
佐原 知樹 鳥越.内山

鳥越 祐太 64
内山　航 鳥越.内山

今井 洋一 (ルネサンス) 62
岡田 慶明 (さくら) 塙.仲宗根

塙　亮一 (YONEX（株）) 64
仲宗根一樹 (長岡技大) 長谷川.植田

長部 太紀 64
池野　充 長部.池野

水越 智紀 (向陵高校) 63
髙橋 冬夢 (さくら) 水越.高橋

樋口 雄生 75
岩渕 翔太 早川.野本

早川 之純 61
野本 昌宏 早川.野本

岩崎　亮 (YONEX（株）) 75
長橋　優 (長岡技大) 早川.野本

佐藤 陽一 75
多田　剛 長谷川.植田

高橋 良雄 (ルネサンス) 61
松平 光央 (さくら) 岩間.綿貫

志賀 貴之 63
神保 和宏 岩間.綿貫

岩間 雄大 61
綿貫 和彦 土田.田中

齊藤 啓太 63
高倉　稜 小出.安原

小出 茂樹 62
安原 孝規 土田.田中

土田 達也 (TEAM ZERO) 60
田中 慎也 (YONEX（株）) 田中.藤原

山崎 秀斗 63
佐原 諄一 斎藤.斎藤

齋藤 快理 63
齋藤 康介 田中.藤原

田中 直行 75
藤原 大記 田中.藤原

後藤　新 60
久住 賢司 田中.藤原

真保 匠人 75
町永 拓也 真保.町永

田村 優斗 (TEAM ZERO) 61
山田　暁 (一般) 真保.町永

外川 徹郎 61
鶴巻 桂司

22 (ヨネックス)

23 (長岡技大)

24 (一般)

25

[2] 26 (NIPPON SEIKI)

17 (帝京長岡)

18 (NIPPON SEIKI)

19

[7] 20 (さくら)

21 (帝京長岡)

[3]

16 (蒼柴SCTA)

11 (さくら)

12

[5] 13 (エリート)

[6] 14

15 (ルネサンス)

5 (大島中)

6

[8] 7

[4] 8 (NIPPON SEIKI)

9

10 (帝京長岡)

3 (帝京長岡)

4 (長岡工業高校)

[1] 1 (NIPPON SEIKI)

2 (長岡大手高校)



平成２６年度長岡市オープニングダブルス大会
2014/04/13  長岡市希望が丘テニス場

男子Bクラス

シードはありません

武田 義大
大﨑 達也 武田.大﨑

前田 健吾 62
佐藤 優斗 五十嵐.長谷川

 渡辺 一司  (さくら) 64
 五十嵐義和  (アオシ)

五十嵐義和 （アオシ）

長谷川貴大 （さくら） 酒井.野口

鈴木　亮 63
佐藤　誠 酒井.野口

酒井 勝二 64
野口 賢一 酒井.野口

浅井 太一 63
今井　覚 浅井.今井

清水 弘士 (ＴＤＫラムダ) 76(3)
岸　勝也 (エリート) 本田.田村

松岡洸太郎 60
武石 丈慈 本田.田村

本田 博紀 (一般) 63
田村　敦 (北部ジュニア) 酒井.野口

堀澤 尚史 64
白井 淳平 堀澤.白井

近藤 友樹 63
加藤　仁 近藤.加藤

荒木　大 60
真島 滉城 堀澤.白井

磯部 遼介 RET
下村 大祐 高橋.宮澤

髙橋 靖夫 76(8)
宮沢 裕司 堀澤.白井

五十嵐 望 76(4)
岩間 貴良 五十嵐.岩間

 岸健太郎 63
 鈴木 佳祐 今井.山本
佐藤大輝 64
高橋英輔

森山 晃希
目黒 純也 鈴木.粉川

鈴木 義憲 62
粉川 正美 今井.山本

今井 翔平 (TEAM ZERO) 62
山本 仁也 (YONEX(株）) 荒木.阿部

稲葉 直人 64
半藤 健一 稲葉.半藤

関口 大輝 64
村田 純哉 関口.村田

佐藤 健太 61
保坂 竜成 吉岡.佐藤

河野 誠司 62
丸山 博之 吉岡.佐藤

吉岡 睦夫 63
佐藤 僚多 吉岡.佐藤

大橋 浩栄 (ルネサンス) 75
原田 義和 (アオシ) 大橋.原田

五十嵐倫太郎 61
野本 健太 板垣.越前

目黒 希一 60
原沢 泰輝 小林.佐藤

小林 直行 75
佐藤 賢太 板垣.越前

板垣 雅也 (グリーン) 62
越前 知也 (ルネサンス) 荒木.阿部

荒木　凌 62
阿部 有三 荒木.阿部

浅野 希悟 61
山田 朗生 荒木.阿部

永井　亮 (NIPPON SEIKI) 76(1)
星野 幸雄 (岡友) 小野塚.渡邊

小野塚宏也 63
渡邊 善朗 荒木.阿部

上原健太郎 64
竹崎 太智 上原.竹崎

柏村　豊 60
大脇 和也 山崎.佐藤

 山本 匠太 61
 佐藤慎太郎

山崎悠太 （Jr）

佐藤千央 （Jr） 山崎.佐藤

藤井　聖 (YONEX(株）) 63
大塚　修 (一般) 山崎.佐藤

小林 克年 62
小林 洋一

33 (長岡大手高校)

28 (長岡大手高校)

36  (長岡大手高校)

37

38 (さくら)

34 (長岡技大)

35 (ルネサンス)

22 (長岡大手高校)

23 (エリート)

29

24 (グリーン)

(長岡工業高校)

25

26 (中越高校)

30

32

27 (長岡工業高校)

19

21 (中越高校)

20 (さくら)

31 (中越高校)

16  (中越高校)

17 (長岡大手高校)

14 (青葉台)

15 (長岡工業高校)

LL

18 (ルネサンス)

(中越高校)

13 (アオシ)

7

8

(長岡大手高校)

11 (YONEX(株）)

9

(長岡大手高校)

LL

（一般）

1 (長岡工業高校)

2 (長岡大手高校)

LL

3

4 (ルネサンス)

5 (NIPPON SEIKI)

6 (中越高校)

10

12



平成26年度長岡市オープニングダブルス大会
2014/04/13  長岡市希望が丘テニス場

女子Ａクラス

伊豆 萌美
田村みなみ 伊豆.田村

猪口 美紀 61
今井幹与 猪口.今井

鹿田 典子 (ルネサンス) 63
清田智也子 (さくら) 伊豆.田村

石坂 澄子 61
藤田 陽子 穴沢.野口

穴沢 重子 61
野口 明子

尾崎 真希
神保佐知子 尾崎.神保 柳澤.石川

川上かおり 60 76(2)
高野 倫子 尾崎.神保

西脇 乃愛 (大島中) 60
中野 亜美 (附属中) 柳澤.石川

大崎真由美 61
小林しのぶ 今井.岡田

今井 佐知 61
岡田 美佳 柳澤.石川

柳澤 有紀 (長岡市テニス協会) 64
石川 琴実 (北部ジュニア)

男子Ｃクラス

シードはありません

風間 勇秀
高橋 海翔 風間.高橋

大平 武久 63
木村 正夫 小原.樋熊

小原 寛之 76(4)
樋熊 信光 細川.五十嵐

細川 栄徳 (エリート) 76(7)
五十嵐孝雄 (NIPPON SEIKI) 細川.五十嵐

宮　一隆 63
諏佐 俊輔 難波.加藤

高橋 裕治 75
土田 一男 難波.加藤

難波　豊 (アオシ) 62
加藤 和彦 (ルネサンス) 難波.加藤

曽根 大聖 63
江花 光太 今井.太刀川

今井 信一 (エリート) 63
太刀川 和夫 (ルネサンス)

[2] 11

9 (エリート)

10 (ルネサンス)

7 (エリート)

[3] 8

5 (ルネサンス)

6 (ルネサンス)

3

[4] 4 (エリート)

[1] 1 (柏)

2 (ルネサンス)

9

6 (ルネサンス)

7

8 (西中)

1 (長岡市テニス協会)

2 (ロイヤル)

3 (さくら)

4

5 (一般)



平成26年度長岡市オープニングダブルス大会
2014/04/13  長岡市希望が丘テニス場

女子Ｂクラス

シードはありません

高橋 海希 (蒼柴SCTA)

神成 真生 (北部ジュニア) 高橋.神成

中村 里子 62
阿部美智代 中村.阿部

小林 節子 61
丸山 敬子 高橋.神成

清水きよい 76(5)
興津 久美 清水.興津

五十嵐明子 61
稲葉ゆかり 加藤.土屋

阿部 敦子 63
鈴木 信子 加藤.土屋

加藤真紀子 61
土屋 紘子 吉田.古川

小野塚裕美 (ロイヤル) 64
金子 綾子 (蒼柴SCTA) 小野塚.金子

 齋藤 優子 W.O.
 市村由美子 吉田.古川

吉田 陽菜 ２１．RET
古川 愛未 吉田.古川

山口 清子 61
大平由貴子 関.長尾

関香代子 (さくら) 63
長尾すみ子 (マリモ) 関.長尾

永井由里子 63
岡村 涼子

10

11 (ロイヤル)

13 (ルネサンス)

(ルネサンス)

7 (NIPPON SEIKI)

12

6

(西中)

8

9  (さくら)

4 (エリート)

5 (さくら)

3 (ヨネックス)

1

2 (ロイヤル)



平成26年度長岡市オープニングダブルス大会
2014/04/13  長岡市希望が丘テニス場

女子Ｃクラス

シードはありません

中村　陽
村上日菜子 中村.村上

相川 春佳 60
小野塚 杏 長谷川.大脇

長谷川さくら 60
大脇みどり 中村.村上

金内ひとみ 62
佐藤 由枝 中村.松川

中村　雅 64
松川 瑞姫 中村.松川

目崎 有紗 62
長谷川裕可子 田中.近藤

田中 友美 64
近藤 美冴 中村.村上

細貝美恵子 61
佐藤公仁子 細貝.佐藤

相田 莉佳 61
池田　碧 竹部.武石

竹部紗江子 64
武石 奈々 細貝.佐藤

大川 里㮈 62
池田瑞歩 浅井.廣川

浅井美千代 (エリート) 76(5)
廣川 裕子 （ルネサンス） 浅井.廣川

野村 美晃 75
稲川 優紀 石山.大野

吉井 和子 75
伊藤 美樹 吉井.伊藤

中村　爽 61
田中 萌夏 中村.田中

小野塚 鈴 63
田村 朱莉 池田.小林

伊佐 愛佳 64
河内 千優 池田.小林

池田 萌子 60
小林 澪奈 池田.小林

江口 和江 (エリート) 75
星奈緒美 (ロイヤル) 石山.大野

神成 弘美 75
丸山美々子 末竹.大熊

外山 未来 64
平井 葉南 末竹・大熊

末竹あゆみ (さくら) 60
大熊 伸江 (YONEX(株）) 石山.大野

佐藤 晃瑚 75
片桐 彩花 宮下.村山

宮下 郁代 61
村山 智子 石山.大野

石山　希 62
大野菜々未

1 (旭岡中)

2 (西中)

3 (ルネサンス)

4 (エリート)

5 (西中)

6 (旭岡中)

(旭岡中)

7 (YONEX(株）)

8 (さくら)

9 (西中)

10

11 (西中)

12

13 (旭岡中)

14 (一般)

15 (旭岡中)

16 (西中)

17 (旭岡中)

18 (西中)

19

20 (エリート)

21 (西中)

25 (旭岡中)

22

23 (西中)

24 (さくら)




