
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３０年７月２９日（日）　［予備日８月１２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 ☆７月２９日（日）

一般男子Ｂクラス(35)、３５歳以上男子(2)、４５歳以上男子(4)、５５歳以上男子(3)

一般女子Ｂクラス(5)

受付時間

試合方法 １セットマッチ(６－６タイブレーク)　

一般男子・女子はトーナメント

　　コンソレーションを（６ゲーム先勝：ノーアド)を行います。

ベテランクラスはリーグ戦

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 一般男子Ｂクラス　：　ベスト４

一般女子Ｂ、４５歳以上男子　：　１～２位

３５歳以上男子、５５歳以上男子　　：　１位

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、大会当日会場にてレフェリーが判断します。

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2018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。

第27回オオミヤスポーツカップ
　平成30年度長岡市テニス選手権（シングルスの部）

［Bクラス、ベテランクラス］

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。

　　全クラス　　　８：００までに受付

結果



入賞者発表

一般男子Ｂクラス
優勝 吉川優太 （YONEX（株））
準優勝 長谷川浩司 （金ちぎ）
3位 近藤敦斗 （蒼柴SCTA）
3位 熊谷優佑 （長岡技大）
コンソレーション1位 吉岡幸志 （ヨネックス）

一般女子Ｂクラス
優勝 長部こまき （金ちぎ）
２位 西須智子 (蒼柴SCTA)
コンソレーション1位 吉岡多恵 （ルネサンス）

男子３５歳以上
優勝 島田圭介 （柏）

男子４５歳以上
優勝 齋藤　満 (プレイメイト)
２位 金内寿紀 （TEAM ZERO ）

男子５５歳以上
優勝 片桐良一 （マリモ）

第２７回オオミヤスポーツカップ　平成３０年度長岡市テニスシングルス大会
2018/07/29  長岡市希望が丘テニス場



第２７回オオミヤスポーツカップ　平成３０年度長岡市テニスシングルス大会
2018/07/29  長岡市希望が丘テニス場

一般男子Ｂクラス（35） シードはありません
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關山陽平
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吉川優太
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吉川優太
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吉川優太
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中村直栄
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熊谷優佑 吉川優太
61 64

熊谷優佑
61

今村悠斗
61

熊谷優佑
61

小山真心
61

福田善晴
63

安仲　聰
62

福田善晴
63

長谷川浩司
64

長谷川浩司
60

LL 原田義和 （アオシ） 長谷川浩司
45RET

小野塚巧也
60

長谷川浩司
64

清水基道
60

八百板悠真
60

金 聖均
61

八百板悠真
61

31 清水基道 (金ちぎ)

32 松本秀樹 (POCO)

33 庭野颯斗 (長岡工業高校)

34 金 聖均 (マリモ)

35 八百板悠真 (ジャンボITS)

29 吉原 麟 (長岡工業高校)

30 小野塚巧也 (長岡市役所)

27 長谷川浩司 (金ちぎ)

N.S 28 永井修平 (フィーリングTC)

25 樺沢康平 (アオシ)

26 福田善晴 (日本通運)

23 小山真心 (長岡工業高校)

24 安仲 聰 (さくら)

21 曽根大聖 (ルネサンス)

22 曽根歩生 (ルネサンス)

19 熊谷優佑 (長岡技大)

20 今村勇斗 (YONEX(株))

17 中村直栄 (金ちぎ)

18 吉岡幸志 (ヨネックス)

15 渡辺　大 (マリモ)

16 高野文太 (長岡工業高校)

13 川西広一 (YONEX(株))

14 吉川優太 (YONEX(株))

11 渡辺陽介 (小千谷ブレーク)

12 關山陽平 (長岡技大)

9 近藤敦斗 (蒼柴SCTA)

10 北山拓海 (YONEX(株))

7 浅田侑輝 (長岡工業高校)

8 星野博志 (マリモ)

5 磯部遼介 (アオシ)

6 加藤優季 (蒼柴SCTA)

3 岸 優斗 (長岡工業高校)

4 茂田井旭 (ルネサンス)

1 原山　周 (三条ファミリー)

2 山田康司 (長岡市役所)



第２７回オオミヤスポーツカップ　平成３０年度長岡市テニスシングルス大会
2018/07/29  長岡市希望が丘テニス場

一般女子Bクラス（5） シードはありません

西須智子
堀井綾子 63

60 長部こまき
62

長部こまき
61

男子35歳以上（2） シードはありません

島田圭介
63

男子45歳以上（4） シードはありません

No 氏名 所属 1 2 3 4 勝敗 取得率 順位

1 金内寿紀 (TEAM ZERO) 2-6 6-0 6-0 2-1 2

2 齋藤　満 （プレイメイト） 6-2 6-0 6-0 3-0 1

3 伊藤雅人 （マリモ） 0-6 0-6 5-7 0-3 4

4 大橋浩栄 （マリモ） 0-6 0-6 7-5 1-2 3

男子55歳以上(3) シードはありません

No 氏名 所属 1 2 3 勝敗 取得率 順位

1 猪俣芳明 （ロイヤル） 6-3 1-6 1-1 2

2 美濃谷秀夫 （さくら） 3-6 3-6 0-2 3

3 片桐良一 （マリモ） 6-1 6-3 2-0 1

2 小林克年 (ロイヤル)

1 島田圭介 (柏)

5 吉岡多恵 (ルネサンス)

1 西須智子 (蒼柴SCTA)

2 堀井綾子 (マリモ)

3 坂西華奈 (長岡工業高校)

4 長部こまき (金ちぎ)



第27回オオミヤスポーツカップﾟ平成30年度長岡市テニスシングルス大会
2018/07/29  長岡市希望が丘テニス場

一般男子Bクラス

コンソレーション

茂田井旭
61

星野博志
60

星野博志
60

星野博志
62

川西広一
63

渡辺　大
64

吉岡幸志
W.O

吉岡幸志
60

樺沢康平
62

吉岡幸志
61

原田義和
65

原田義和
62

松本秀樹
62

一般女子Bクラス

コンソレーション

吉岡多恵
62

5 吉岡多恵 (ルネサンス)

3 坂西華奈 (長岡工業高校)

33 庭野颯斗 (長岡工業高校)

32 松本秀樹 (POCO)

29 吉原 麟 (長岡工業高校)

LL 原田義和 （アオシ）

25 樺沢康平 (アオシ)

22 曽根歩生 (ルネサンス)

18 吉岡幸志 (ヨネックス)

15 渡辺　大 (マリモ)

16 高野文太 (長岡工業高校)

13 川西広一 (YONEX(株))

7 浅田侑輝 (長岡工業高校)

8 星野博志 (マリモ)

3 岸 優斗 (長岡工業高校)

4 茂田井旭 (ルネサンス)


