
主 催 長岡市テニス協会

主 管 長岡市テニス協会ジュニア強化委員会

期 日 平成29年7月29日(土)　　【予備日　7月30日（日）】

日 程 参加者が少ないため一日日程にします。

全種目　受付 午前7時30分～7時50分

選手ミーティング 午前8時 試合開始 8時30分

種 目 高校２年生シングルス 男子の部・女子の部

男子の部・女子の部

小学生シングルス 男子の部・女子の部

会 場 長岡市希望が丘テニス場（砂入人工芝コート16面）

試合方法 本　　戦 ： １セットマッチ（６－６タイブレーク）

初戦敗者によるトーナメント練習マッチ ： ６ゲーム先勝(ノーアド）

審 判 セルフジャッジ

使 用 球 ヨネックス：ＴＭＰ８０

表 彰 ベスト４

注意事項 １．ＪＴＡテニスルール2017を摘要します。

２．試合進行はオーダーオブプレーボードの表示によっておこないます。

５．選手はネットの高さやシングルススティックの位置を確かめてください。

６．試合前の練習は各自サーブ４本のみとします。

７．選手はジャッジを即座に、正確に大きな声とジェスチャーで行ってください。

８．サーバーはポイントとゲームのスコアーをコールしてください。

10. 勝者は速やかにスコアカードと使用ボールを持って本部に報告してください。

12. 上記の要項は天候等やむを得ない事情で変更することがあります。

ディレクター 石原　法男

レフェリー 高橋　重人

９．選手は試合が終了したら、速やかにブラシ掛けをし次の試合に空けてください。

平成２９年度

第２９回長岡市サマージュニアテニス大会

高校１年･中学生シングルス

３．受付時刻に遅れたり、速やかに試合を開始しない場合は欠席（ＮＳ）とみなしま
　　す。

４．選手は常にオーダーオブプレーボードを注意し、次の試合に入ったら（番号の若
　　い方の選手がボールとスコアカードを持って）コート脇で待機し、前の試合が終
　　了したら速やかにコートに入ってください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 





第29回長岡市サマージュニアテニス大会　　　2017/7/29土～30日　　長岡市希望が丘テニス場

高校2年生　男子シングルス 45

No seed 氏名 所属 1R 2R 3R QF SF F WINNER
1 1 岩間　太陽 長岡蒼柴SCTA 岩間
2 ＢＹＥ 高2M-14
3 吉川　真人 長岡工業高校
4 内藤　郁斗 長岡高校 高2M-1 高2M-30
5 今井　綺音 長岡工業高校 今井
6 ＢＹＥ 高2M-15
7 ＢＹＥ 山口
8 13～16 山口　瑞稀 長岡向陵高校 高2M-38
9 9～12 中野　翔太 長岡高校 中野

10 ＢＹＥ 高2M-16
11 ＢＹＥ 石丸
12 石丸琳太郎 長岡工業高校 高2M-31
13 石田　瑞稀 長岡向陵高校
14 長部　　誉 長岡工業高校 高2M-2 高2M-17
15 ＢＹＥ 杉山
16 5～8 杉山　智理 協会Jr教室 高2M-42
17 3～4 近藤　敦人 長岡蒼柴SCTA 近藤
18 ＢＹＥ 高2M-18
19 増茂　　宗 長岡工業高校
20 大川戸康晃 長岡向陵高校 高2M-3 高2M-32
21 佐藤　大輔 長岡工業高校
22 田中　大翔 長岡大手高校 高2M-4 高2M-19
23 ＢＹＥ 高橋洸
24 13～16 高橋　　洸 さくらTC 高2M-39
25 9～12 松本　華威 長岡工業高校 松本
26 ＢＹＥ 高2M-20
27 朽木　幸輔 長岡工業高校
28 大川　悟司 長岡大手高校 高2M-5 高2M-33
29 桜井　大吉 長岡工業高校
30 南雲　直樹 長岡高校 高2M-6 高2M-21
31 ＢＹＥ 永澤
32 5～8 永澤　孝衛 長岡大手高校 高2M-44
33 5～8 堀切　景介 さくらTC 堀切
34 ＢＹＥ 高2M-22
35 枝村　隆平 長岡工業高校
36 阿部　峰士 長岡高校 高2M-7 高2M-34
37 土屋　勇人 長岡向陵高校
38 吉澤　俊祐 長岡工業高校 高2M-8 高2M-23
39 ＢＹＥ 片桐
40 9～12 片桐　朋大 長岡大手高校 高2M-40
41 13～16 大橋　隆博 長岡向陵高校 大橋
42 ＢＹＥ 高2M-24
43 ＢＹＥ 佐藤成
44 佐藤　成龍 長岡工業高校 高2M-35
45 高野　楓己 長岡工業高校
46 渡邉匠太郎 長岡高校 高2M-9 高2M-25
47 ＢＹＥ 髙橋海
48 3～4 髙橋　海翔 長岡工業高校 高2M-43
49 5～8 安原　信行 協会Jr教室 安原
50 ＢＹＥ 高2M-26
51 生越　源明 長岡工業高校
52 関野　康太 長岡大手高校 高2M-10 高2M-36
53 林　　慶斗 長岡工業高校
54 本多　智哉 長岡向陵高校 高2M-11 高2M-27
55 ＢＹＥ 石田
56 9～12 石田　慎義 長岡高校 高2M-41
57 13～16 髙野　未輔 長岡大手高校 髙野
58 ＢＹＥ 高2M-28
59 宮下　　陸 長岡工業高校
60 中村　健登 長岡高校 高2M-12 高2M-37
61 米持　和眞 長岡工業高校
62 郷　幸希人 長岡向陵高校 高2M-13 高2M-29
63 ＢＹＥ 佐藤三
64 2 佐藤　三平 さくらTC

３位決定戦

高2M-45



第29回長岡市サマージュニアテニス大会　　　2017/7/29土～30日　　長岡市希望が丘テニス場

高校2年生　女子シングルス 17

No seed 氏名 所属 1R 2R QF SF F WINNER

1 1 高橋　海希 長岡蒼柴SCTA 高橋
2 庭野　結衣 長岡大手高校 高2W-2 高2W-10

3 大谷　好咲 長岡向陵高校 高2W-1

4 池田　　碧 長岡向陵高校 池田 高2W-14

5 秋山　美月 長岡大手高校 秋山 高2W-3

6 3～4 小林　明季 北部ジュニア 小林
7 金山　晴菜 長岡大手高校 金山 高2W-4 高2W-11

8 坂西　華奈 長岡工業高校 坂西 高2W-16

9 池田　茉央 長岡大手高校 池田 高2W-5

10 大竹　唯月 北部ジュニア 大竹
11 佐藤友貴乃 長岡大手高校 佐藤 高2W-6 高2W-12

12 山岸奈乃梨 長岡向陵高校 山岸
13 3～4 杉林　莉奈 長岡大手高校 杉林 高2W-7 高2W-15

14 西脇　　舞 長岡工業高校 西脇
15 馬場　遥奈 長岡大手高校 馬場 高2W-8 高2W-13

16 小黒　七海 長岡高校 小黒
17 2 石川　和奏 北部ジュニア 石川 高2W-9

３位決定戦

高2W-17

高校１年・中学生　女子シングルス 20

No seed 氏名 所属 1R 2R QF SF F WINNER

1 1 浦　　結子 北部ジュニア 浦
2 ＢＹＥ 高1W-5

3 高野　花歩 長岡大手高校
4 武樋　　愛 長岡高校 高1W-1 高1W-13

5 水野　裕理 協会Jr教室 水野
6 ＢＹＥ 高1W-6

7 ＢＹＥ 齋藤
8 5～8 齋藤　未来 長岡大手高校 高1W-17

9 3～4 大関　優和 協会Jr教室 大関優
10 ＢＹＥ 高1W-7

11 梶山　梨紗 長岡高校
12 杉本茉千瑠 長岡大手高校 高1W-2 高1W-14

13 小宮　愛梨 さくらTC 小宮
14 ＢＹＥ 高1W-8

15 ＢＹＥ 田中
16 5～8 田中菜々子 長岡大手高校 高1W-19

17 5～8 長谷川有希 長岡高校 長谷川
18 ＢＹＥ 高1W-9

19 ＢＹＥ 関
20 関　　美月 長岡大手高校 高1W-15

21 池浦　詠理 長岡高校
22 坂井　愛奈 長岡大手高校 高1W-3 高1W-10

23 ＢＹＥ 小柴
24 3～4 小柴　美波 北部ジュニア 高1W-18

25 5～8 大関　桃音 協会Jr教室 大関桃
26 ＢＹＥ 高1W-11

27 ＢＹＥ 丸山
28 丸山　凜佳 長岡高校 高1W-16

29 皆木　泉美 長岡大手高校
30 鈴木　りな 長岡向陵高校 高1W-4 高1W-12

31 ＢＹＥ 安達
32 2 安達　巴奈 協会Jr教室

３位決定戦

高1W-20



第29回長岡市サマージュニアテニス大会　　　2017/7/29土～30日　　長岡市希望が丘テニス場

高校1年・中学生　男子シングルス 44

No seed 氏名 所属 1R 2R 3R QF SF F WINNER
1 1 加藤　優季 長岡蒼柴SCTA 加藤
2 ＢＹＥ 高1M-13
3 山野　瑠久 さくらTC
4 渡部　瑞基 協会Jr教室 高1M-1 高1M-29
5 川田　悠人 長岡大手高校 川田
6 ＢＹＥ 高1M-14
7 ＢＹＥ 永井
8 13～16 永井　瞭太 寺泊FTC 高1M-37
9 9～12 高野　文太 長岡工業高校 高野

10 ＢＹＥ 高1M-15
11 ＢＹＥ 小林
12 小林　優聖 長岡高校 高1M-30
13 松山　凌大 長岡大手高校
14 渡辺　雅也 協会Jr教室 高1M-2 高1M-16
15 ＢＹＥ 高梨
16 5～8 高梨　友志 ヨネックスC 高1M-41
17 3～4 新井　大夢 長岡向陵高校 新井
18 ＢＹＥ 高1M-17
19 大久保侑玖 長岡蒼柴SCTA
20 西谷　亮太 長岡大手高校 高1M-3 高1M-31
21 東　　晃希 ルネサンス
22 元井　亮汰 中越高校 高1M-4 高1M-18
23 ＢＹＥ 吉原
24 13～16 吉原　　麟 長岡工業高校 高1M-38
25 9～12 山崎　俊幸 長岡高校 山崎
26 ＢＹＥ 高1M-19
27 高橋　　平 長岡大手高校
28 今井　　蓮 長岡向陵高校 高1M-5 高1M-32
29 渡部　蒼司 協会Jr教室
30 新保　勝也 中越高校 高1M-6 高1M-20
31 ＢＹＥ 渡邊
32 5～8 渡邊　晴木 さくらTC 高1M-43
33 5～8 高橋　　丈 さくらTC 高橋
34 ＢＹＥ 高1M-21
35 田邉　涼馬 長岡工業高校
36 小池　真幹 寺泊FTC 高1M-7 高1M-33
37 佐藤里季人 協会Jr教室 佐藤
38 ＢＹＥ 高1M-22
39 ＢＹＥ 上村
40 9～12 上村　羽空 長岡大手高校 高1M-39
41 13～16 入沢　優輝 中越高校 入沢
42 ＢＹＥ 高1M-23
43 和田　純来 長岡高校
44 中村　陸人 長岡向陵高校 高1M-8 高1M-34
45 庭野　颯斗 長岡工業高校
46 渡辺　聖也 協会Jr教室 高1M-9 高1M-24
47 ＢＹＥ 吉岡
48 3～4 吉岡　幸志 長岡蒼柴SCTA 高1M-42
49 5～8 五十嵐　開 中越高校 五十嵐
50 ＢＹＥ 高1M-25
51 若林　颯大 協会Jr教室
52 岸　　優斗 長岡工業高校 高1M-10 高1M-35
53 武藤　太一 寺泊FTC
54 髙橋　拓視 長岡向陵高校 高1M-11 高1M-26
55 ＢＹＥ 佐藤
56 9～12 佐藤　　然 長岡大手高校 高1M-40
57 13～16 小林　瑚伯 さくらTC 小林
58 ＢＹＥ 高1M-27
59 ＢＹＥ 金子
60 金子　拓夢 中越高校 高1M-36
61 佐藤　嘉斗 協会Jr教室
62 多田　憂信 長岡大手高校 高1M-12 高1M-28
63 ＢＹＥ 星野
64 2 星野　敦紀 長岡高校

３位決定戦

高1M-44



第29回長岡市サマージュニアテニス大会　　　2017/7/29土～30日　　長岡市希望が丘テニス場

小学生　男子シングルス 25

No seed 氏名 所属 1R 2R QF SF F WINNER

1 1 山崎嘉太郎 さくらTC 山崎
2 ＢＹＥ 小M-10

3 小池　紘誉 寺泊FTC
4 荒川　亮人 協会Jr教室 小M-1 小M-18

5 浅野　泰輝 さくらTC
6 酒井　悠陽 北部ジュニア 小M-2 小M-11

7 野島　蓮音 北部ジュニア
8 5～8 吉川　獅童 寺泊FTC 小M-3 小M-22

9 3～4 永井　聡真 長岡蒼柴SCTA 永井
10 ＢＹＥ 小M-12

11 木菱　冬羽 さくらTC
12 広川　諒和 協会Jr教室 小M-4 小M-19

13 仮澤　拓磨 寺泊FTC
14 野川　宙 北部ジュニア 小M-5 小M-13

15 ＢＹＥ 佐藤
16 5～8 佐藤　元気 さくらTC 小M-24

17 5～8 石原　陽朗 協会Jr教室 石原
18 ＢＹＥ 小M-14

19 大迫　千尋 寺泊FTC
20 吉田　洸太 ルネサンス 小M-6 小M-20

21 大塚　敬晴 さくらTC
22 高階　成央 長岡蒼柴SCTA 小M-7 小M-15

23 ＢＹＥ 酒井
24 3～4 酒井　志央 北部ジュニア 小M-23

25 5～8 田部谷祐人 北部ジュニア 田部谷
26 ＢＹＥ 小M-16

27 清水　紀吾 協会Jr教室
28 町永　拓冬 さくらTC 小M-8 小M-21

29 竹村　煌 北部ジュニア
30 細谷　静希 寺泊FTC 小M-9 小M-17

31 ＢＹＥ 高橋
32 2 高橋　　匠 さくらTC

３位決定戦

小M-25

小学生　女子シングルス 10

No seed 氏名 所属 1R QF SF F WINNER

1 1 陶山萌奈美 北部ジュニア 陶山
2 ＢＹＥ 小W-3

3 佐々木茄央 協会Jr教室
4 渡部　日葵 北部ジュニア 小W-1 小W-7

5 3～4 河野　陽菜 協会Jr教室 河野
6 ＢＹＥ 小W-4

7 ＢＹＥ 小柴
8 小柴　結衣 北部ジュニア 小W-9

9 水野　愛理 協会Jr教室 水野
10 ＢＹＥ 小W-5

11 ＢＹＥ 高野
12 3～4 高野　一華 北部ジュニア 小W-8

13 金澤　佳子 北部ジュニア
14 樺澤ひかり ヨネックスC 小W-2 小W-6

15 ＢＹＥ 佐藤
16 2 佐藤　彩佳 北部ジュニア

３位決定戦

小W-10


