
令和 3 年度 第 33 回長岡市サマージュニアテニス大会について 

2021/07/11 

大会日程の変更 

7 月 31 日(土)のみの一日日程 

予備日 8 月 1 日(日) 

種 目  

高校 2・3 年生の部は申し込みが無かったので不成立 

 

エントリーリストを掲載します。 

 

問い合わせ先 長岡市テニス協会 石原法男 

090-4536-0090 



令令3年年年年年ササササササササササ大大
Entries of 中中・高高１男男 - 本本

日日 郡年郡郡郡 Website

氏氏 Rnk 所所所所 シサシ順

1 佐佐 奨奨 130 年年長長

2 保保 亮亮 北北ササササ

3 内内 蓮 70 さささ

4 十十 翔 さささ

5 土土 悠悠 124 北北ササササ

6 尾尾 悠翔 見見年TA

7 内山 惺惺 ヨヨヨヨサ

8 川川 胡胡 113 北北ササササ

9 浦川 凰凰 124 さささ

10 番番 駿 さささ

11 野土 凰凰凰 北北ササササ

12 須土 陽陽 75 さささ
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令令3年年年年年ササササササササササ大大
Entries of 小中小男男 - 本本

日日 郡年郡郡郡 Website

氏氏 Rnk 所所所所 シサシ順

1 三三 慶 さささ

2 下郡 海海 宮内小中高

3 中野 亮 さささ

4 保保 俊俊 北北ササササ

5 保保 令和 北北ササササ

6 加佐 優優 北北ササササ

7 外内 長蒼凰 さささ

8 大川 翔凰翔 見見年TA

9 小小 丈悠 さささ

10 内土 涼涼 北北ササササ

11 岸 大大 年年長長

12 押見 秀秀 さささ

13 星野 稜凰 見見年TA

14 春日 大大 年年長長

15 槇 涼涼 さささ

16 武武 英翔 さささ

17 浅土 祐祐 寺胡FTC

18 渡北 颯颯 寺胡FTC

19 土山 令和 さささ

20 土郡 葵 北北ササササ

21 土北田 理理 北北ササササ

22 皆川 晏晏 103 さささ

23 大野 煌大 見見年TA

24 砂押 育育 さささ

25 細田 静静 110 寺胡FTC

26 菊菊 可可可 北北ササササ

27 佐土 歩歩 北北ササササ

28 酒酒 悠陽 111 北北ササササ

29 野土 雄晏凰 北北ササササ

30 関田 拓悠 さささ

31 魚魚 快 年年長長
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令令3年年年年年ササササササササササ大大
Entries of 中中・高高１女男 - 本本

日日 郡年郡郡郡 Website

氏氏 Rnk 所所所所 シサシ順

1 佐内 果果 さささ

2 大関 萌小 88 北北ササササ

3 小長 結結 59 北北ササササ

4 小土小 桜桜 ヨヨヨヨサ

5 内山 莉果 83 年年長長

6 恩土 三 北北ササササ

7 米米 聡聡 北北ササササ

8 野野 歩歩果 94 北北ササササ
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令令3年年年年年ササササササササササ大大
Entries of 小中小女男 - 本本

日日 郡年郡郡郡 Website

氏氏 Rnk 所所所所 シサシ順

1 加佐 結結 ヨヨヨヨサ

2 土土 琴琴 94 北北ササササ

3 土土 美桜 さささ

4 大大保 心心 72 見見年TA

5 大関 咲咲 北北ササササ

6 尾尾 愛愛 80 見見年TA

7 内山 千果 73 年年長長

8 嶋 実咲 ヨヨヨヨサ

9 土郡 柑柑 83 北北ササササ

10 武土 絢絢 北北ササササ

11 米米 瑛瑛 87 北北ササササ

12 菊菊 柚柚 ヨヨヨヨサ

13 金酒 寿寿野 92 北北ササササ

14 高高 尾花 さささ
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