
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

特 別 協 賛 ㈱オオミヤスポーツ

期 日 平成２８年８月７日（日）

会 場 長岡市希望が丘テニス場（砂入人工芝コート12面）

（☎0258-29-1082）

競 技 日 程 ☆８月７日（日）

中学生男子(36)、中学生女子(7)

小学生男子(38)、小学生女子(19)

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)　

☆コンソレーションマッチを行います。

審 判 セルフジャッジ

使 用 球 ヨネックス・ＴＭＰ８０

ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ 採用します。（該当種目の最初の受付時刻までに受付してください。）

表 彰 中学生男子、小学生男子、小学生女子は１～３位までの４名

中学生女子は１位のみ

参 加 料 当日徴収　協会員 ２,０００円　 高校生以下１,５００円   非協会員 ３,５００円

注意事項 １．雨天等による中止の決定は、大会当日会場にて判断します。

２．Ｔシャツを着用して試合には出場できません。

３．試合進行は当日発表のオーダー・オブ・プレー（OP）で行います。

４．受付時刻に遅れたり、速やかに試合を開始しない場合は棄権とみなします。

　（選手番号の若い方の選手はボールとスコアカードを本部に取りにいくこと）

６．試合前の練習は各自サーブ４本とします。

７．試合が終了したら、コートのブラシ掛けをして次の試合に明け渡してください。

８．ブラシ掛け終了後、勝者は速やかにボールとスコアカードを持って、本部に

　　結果報告をしてください。

９．雨天の場合でも出来るだけ実施する予定です。

10．上記の他はJTAテニスルール2016を採用します。

11．上記の要項は、天候等やむを得ない事情により変更する場合があります。

５．選手は常にOPを注意し、次の試合に入ったら試合コートの脇で待機してください。

第25回オオミヤスポーツカップ

平成28年度長岡市テニス選手権（シングルスの部）

［中学生、小学生］

受付時間
男子選手　　７：３０までに受付

女子選手　　９：００までに受付



第２５回オオミヤスポーツカップ　平成２８年度長岡市テニスシングルス大会
2016/8/7  長岡市希望が丘テニス場

小学生男子（38）
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38
37 荒川亮人 (長岡市TA)

[2] 38 山田旺典 (ジャンボITS)

35 渡辺雅也 (ルネサンス)

36 捧 律人 (三条ファミリーTC)

[10] 33 橋詰海斗 (蒼柴SCTA)

[15] 34 野島漣音 (北部ジュニア)

31 酒井志央 (北部ジュニア)

32 島谷海郁斗 (ジャンボITS)

[4] 29 伊藤朋揮 (マリーンブルーTS)

[5] 30 植木浬玖 (グリーンITS)

27 近藤晟斗 (寺泊ファミリーTC)

28 田部谷祐人 (北部ジュニア)

[14] 25 佐藤里季人 (長岡市TA)

26 野川太陽 (北部ジュニア)

23 渡辺晴木 (さくら)

[11] 24 馬場貴大 (三条ファミリーTC)

21 若林颯大 (ルネサンス)

22 吉村登生 (北部ジュニア)

[7] 19 山崎嘉太郎 (さくら)

[6] 20 池上叶永 (ジャンボITS)

17 杉山 慧 (北部ジュニア)

18 浅野泰輝 (さくら)

[12] 15 柳田陸斗 (蒼柴SCTA)

16 小柳隼一 (ジャンボITS)

13 渡部蒼司 (北部ジュニア)

[13] 14 東 尚希 (ルネサンス)

11 諏方公祐 (長岡市TA)

12 大塚隼人 (ジャンボITS)

[8] 9 横堀陽太郎 (ジャンボITS)

[3] 10 鈴木陽太 (ジャンボITS)

7 加藤風磨 (北部ジュニア)

8 金子怜生 (ルネサンス)

[16] 5 笠原望史 (北部ジュニア)

[9] 6 三膳奏人 (ファミリーITS)

3 石原陽朗 (長岡市TA)

4 高橋 匠 (さくら)

[1] 1 信田 航 (ジャンボITS)

2 永井聡真 (蒼柴SCTA)



第２５回オオミヤスポーツカップ　平成２８年度長岡市テニスシングルス大会
2016/8/7  長岡市希望が丘テニス場

中学生男子（36）
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[2] 36 斎藤翔太 (ファミリーITS)

33 吉田裕哉 (三条ファミリーTC)

34 矢川朋樹 (さくら)

35 佐藤諒平 (ジャンボITS)

30 渡辺聖也 (ルネサンス)

[10] 31 平田知己 (ジャンボITS)

[15] 32 加藤優季 (蒼柴SCTA)

[4] 27 内山照英 (ジャンボITS)

[7] 28 堀切景介 (柏崎JTS)

29 斉藤幸太 (長岡市TA)

[1] 1 佐々木康大 (ジャンボITS)

2 高橋 洸 (さくら)

[16] 5 東 晃希 (ルネサンス)

[9] 6 近藤敦斗 (蒼柴SCTA)

3 大久保侑玖 (蒼柴SCTA)

4 永井瞭太 (寺泊ファミリーTC)

[8] 9 原山 周 (三条ファミリーTC)

[3] 10 清水渉平 (三条ファミリーTC)

7 恩田樹安 (長岡市TA)

8 小林叶翔 (ヨネックス)

13 金子善暉 (附属長岡中)

[13] 14 杉山智理 (北部ジュニア)

11 川崎 駿 (ヤマダTS)

12 勝野 連 (長岡市TA)

17 星野敦紀 (ルネサンス)

[5] 18 岩間太陽 (蒼柴SCTA)

[12] 15 伊藤 翼 (マリーンブルーTS)

16 吉川詠史 (ジャンボITS)

21 和田純来 (ヨネックス)

[11] 22 八百板悠真 (ジャンボITS)

[6] 19 戸松和哉 (ファミリーITS)

20 曽根歩生 (長岡市TA)

25 吉岡幸志 (蒼柴SCTA)

26 高橋 丈 (さくら)

[14] 23 安原信行 (ルネサンス)

24 渡部瑞基 (北部ジュニア)



第２５回オオミヤスポーツカップ　平成２８年度長岡市テニスシングルス大会
2016/8/7  長岡市希望が丘テニス場

小学生女子（19）
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中学生女子（7）

85

51

93

52

86

53

4 渡邉菜央 (マリーンブルーTS)

5 新宮香菜子 (ヤマダTS)

[2] 7 大竹唯月 (北部ジュニア)

6 松山紗奈 (ジャンボITS)

3 山岸芽生 (ファミリーITS)

[1] 1 石川和奏 (北部ジュニア)

2 政井理実 (マリーンブルーTS)

[1] 1 小柴美波 (北部ジュニア)

2 高野一華 (北部ジュニア)

3 小林芽生 (長岡市TA)

4 佐藤彩佳 (北部ジュニア)

[8] 5 岸 彩夏 (ヤマダTS)

[3] 6 佐々木理子 (ジャンボITS)

7 佐藤心花 (長岡市TA)

8 鈴木 奏 (長岡市TA)

[5] 9 内山結芽乃 (ジャンボITS)

[6] 10 清水莉沙 (長岡市TA)

11 陶山萌奈美 (北部ジュニア)

12 金澤佳子 (北部ジュニア)

13 小柳実彩 (ジャンボITS)

[4] 14 渡邉希颯 (三条ファミリーTC)

[7] 15 山岸奈那海 (ファミリーITS)

16 水野裕理 (長岡市TA)

17 小柴結衣 (北部ジュニア)

18 河野陽菜 (長岡市TA)

[2] 19 小林心優 (マリーンブルーTS)


