
【結　果】

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

会 場 長岡市営希望が丘テニス場（砂入り人工芝16面）

日 程 令和３年１１月６日（土）　【予備日１１月７日（日）】

種 目

男子Ｓ

女子Ｓ

男子Ｓ

女子Ｓ

※コンソレーションは初戦敗者によるトーナメント

受 付 時 間 午前 ８：１５～８：５０

公 式 練 習 午前 ８：１５～８：５０

選手ミーティング　午前９：００～ 試合開始　午前９：２０

参 加 資 格 長岡市内の高校、中学校、小学校に在籍する生徒児童

長岡市テニス協会加盟団体に所属する高校、中学校、小学校の生徒児童

長岡市に在住する高校、中学校、小学校の生徒児童

試 合 方 法 トーナメント　　１セットマッチ（６-６タイブレーク）

コンソレーション　：　６ゲーム先勝

審 判 セルフジャッジ

使 用 球 ヨネックス・TMP80

参 加 料 一人　２，５００円　（大会当日徴収）

表 彰 各種目ベスト4以上、コンソレーション優勝を表彰します

シード資料 １０月１８日の新潟県テニス協会ジュニア委員会ランキングでシードを決定

そ の 他 ・受付時に新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのチェックシートを提出してください。

・長岡市テニス協会ジュニア強化指定選手の参考資料に用います。

・競技中の疾病、傷害などの応急処置は主催者側で行うがその後の責任は負いません。

・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出場できません。（ノーショウ：ＮＳ）

・日本テニス協会テニスルール2021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。（問合せは７時以降）

役 員 ディレクター：小杉秀一　　　　レフェリー：高橋重人

スタッフ：長岡市テニス協会、YONEX㈱テニス部、日本精機㈱テニス部

問 合 せ 長岡市テニス協会　石原法男　090-4536-0090

高校2年
生以下

小学生

令和３年度
第２０回　長岡市オータムジュニアテニス大会

《公益財団法人新潟県インドアスポーツ振興米山財団助成金交付事業》

種　目 １１/６ (土)

1回戦～決勝　　コンソレーション

1回戦～決勝　　コンソレーション

1回戦～決勝　　コンソレーション

1回戦～決勝　　コンソレーション



日 程 令和３年１１月６日（土）
会 場 長岡市営希望が丘テニス場（砂入り人工芝１６面）　Tel．０２５８－２９－１０８２

成 績

高校２年生以下男子シングルス

１　位 内山　　蓮 （さくらTC）

２　位 竹村　　煌 （長岡北部ジュニア）

３　位 土田　悠真 （長岡北部ジュニア）

４　位 浦川　凰雅 （ヨネックスクラブ）

コンソレ１位 尾花　悠翔 （見附市TA）

高校２年生以下女子シングルス

１　位 佐藤　彩佳 （長岡大手高校）

２　位 杉本小茉莉 （さくらTC）

３　位 大関　萌生 （長岡北部ジュニア）

４　位 山口　莉果 （長岡蒼柴SC）

コンソレ１位 高橋　裕葦 （さくらTC）

小学生男子シングルス

１　位 皆川　晏士 （さくらTC）

２　位 三好　　慶 （さくらTC）

３　位 細谷　静希 （寺泊FTC）

４　位 魚住　　快 （長岡蒼柴SC）

コンソレ１位 酒井　悠陽 （長岡北部ジュニア）

小学生女子シングルス

１　位 田村　柑紗 （長岡北部ジュニア）

２　位 土田　琴羽 （長岡北部ジュニア）

３　位 山口　千果 （長岡蒼柴SC）

４　位 米持　瑛菜 （長岡北部ジュニア）

コンソレ１位 加藤　結音 （ヨネックスクラブ）

令和３年度
第20回 長岡市オータムジュニアテニス大会



令令3年年年年年オオオオオオオオオオオ大大
小小小BS

日日

06 11 2021

郡年郡郡郡 Website

印印印: 2021/11/06 18:37:01

所所所所 Round 1

1 さささTC  押押 秀秀 [1]

2  Bye 1

3 年年長長オオオオ  田長田 理理

4 年年長長SC  魚魚 快

5 年年長長オオオオ  野田 雄雄雄

6 押見年TA  知野 煌大

7 さささTC  外外 長蒼雄

8 寺寺FTC  渡長 颯颯

9 年年長長オオオオ  酒酒 悠悠 [4]

10  Bye 3

11 さささTC  三三 慶

12 年年長長オオオオ  菊菊 叶叶叶

13 年年長長SC  春日 大知

14 さささTC  小小 丈丈

15  Bye 5

16 年年長長オオオオ  加加 優優 [5]

17 年年長長オオオオ  保保 令和

18 宮宮小小宮  下郡 海海

19 さささTC  槇 涼涼

20 年年長長オオオオ  保保 俊俊

21 さささTC  田田 令和

22 年年長長オオオオ  田郡 葵

23  Bye 4

24 寺寺FTC  細田 静静 [3]

25 押見年TA  星野 稜稜

26  Bye 8

27 年年長長オオオオ  野野 凛凛

28 さささTC  武武 英英

29 年年長長SC  岸 大大

30 年年長長オオオオ  加田 歩歩

31  Bye 2

32 さささTC  皆皆 晏雄 [2]

Round 2

 押押 秀秀 [1]
 #1: 

 魚魚 快
 #2: 6-4 

 野田 雄雄雄
 #3: 6-0 

 渡長 颯颯
 #4: 6-0 

 酒酒 悠悠 [4]
 #5: 

 三三 慶
 #6: 6-0 

 春日 大知
 #7: 6-2 

 加加 優優 [5]
 #8: 

 下郡 海海
 #9: 6-1 

 槇 涼涼
 #10: 7-5 

 田郡 葵
 #11: 6-4 

 細田 静静 [3]
 #12: 

 星野 稜稜
 #13: 

 武武 英英
 #14: 6-2 

 加田 歩歩
 #15: w.o.

 皆皆 晏雄 [2]
 #16: 

Quarterfinals

 魚魚 快
 #17: 7-5 

 渡長 颯颯
 #18: 6-0 

 三三 慶
 #19: 6-2 

 加加 優優 [5]
 #20: 6-1 

 槇 涼涼
 #21: 6-1 

 細田 静静 [3]
 #22: 6-0 

 星野 稜稜
 #23: 6-3 

 皆皆 晏雄 [2]
 #24: 6-1 

Semifinals

 魚魚 快
 #25: 6-2 

 三三 慶
 #26: 6-0 

 細田 静静 [3]
 #27: 6-1 

 皆皆 晏雄 [2]
 #28: 6-0 

 魚魚 快順順 3-4

 細田 静静 [3]

Final

 三三 慶
 #29: 6-3 

 皆皆 晏雄 [2]
 #30: 6-2 

 細田 静静 [3]
 #31: 6-3 

 皆皆 晏雄 [2]
 #32: 6-2 



令令3年年年年年オオオオオオオオオオオ大大
小小小BS - ココココ

日日

06 11 2021

郡年郡郡郡 Website

印印印: 2021/11/06 18:37:01

Round 1

 Bye
 Loser #1

 田長田 理理
 Loser #2

 知野 煌大
 Loser #3

 外外 長蒼雄
 Loser #4

 Bye
 Loser #5

 菊菊 叶叶叶
 Loser #6

 小小 丈丈
 Loser #7

 Bye
 Loser #8

 保保 令和
 Loser #9

 保保 俊俊
 Loser #10

 田田 令和
 Loser #11

 Bye
 Loser #12

 Bye
 Loser #13

 野野 凛凛
 Loser #14

 Bye
 Loser #15

 Bye
 Loser #16

Round 2

 田長田 理理
 #33: 

 押押 秀秀 [1]
 If Loser #17

 外外 長蒼雄
 #34: 6-1 

 Bye
 No Match

 菊菊 叶叶叶
 #35: 

 酒酒 悠悠 [4]
 If Loser #19

 小小 丈丈
 #36: 

 Bye
 If Loser #20

 保保 俊俊
 #37: 6-0 

 Bye
 No Match

 田田 令和
 #38: 

 Bye
 If Loser #22

 野野 凛凛
 #39: 

 Bye
 If Loser #23

 Bye
 #40: 

 加田 歩歩
 Loser #24

Quarterfinals

 田長田 理理
 #41: 6-5 

 外外 長蒼雄
 #42: 

 酒酒 悠悠 [4]
 #43: 6-3 

 小小 丈丈
 #44: 

 保保 俊俊
 #45: 

 田田 令和
 #46: 

 野野 凛凛
 #47: 

 加田 歩歩
 #48: 

Semifinals

 田長田 理理
 #49: 6-1 

 酒酒 悠悠 [4]
 #50: 6-1 

 保保 俊俊
 #51: 6-0 

 加田 歩歩
 #52: 6-1 

Final

 酒酒 悠悠 [4]
 #53: 6-5 

 加田 歩歩
 #54: 6-4 

 酒酒 悠悠 [4]
 #55: 6-1 



令令3年年年年年オオオオオオオオオオオ大大
小小小GS

日日
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印印印: 2021/11/06 18:37:01

所所所所 Round 1

1 年年長長SC  外田 千千 [1]

2  Bye 1

3 さささTC  米外 優優

4 ヨヨヨヨオヨヨヨ  嶋 実実

5  Bye 9

6 ヨヨヨヨオヨヨヨ  野田 心心

7  Bye 7

8 年年長長オオオオ  金酒 寿寿野 [6]

9 年年長長オオオオ  田郡 柑柑 [3]

10  Bye 3

11 ヨヨヨヨオヨヨヨ  加加 結結

12  Bye 13

13  Bye 12

14 さささTC  土田 美美

15  Bye 5

16 年年長長オオオオ  武田 絢絢 [8]

17 ヨヨヨヨオヨヨヨ  菊菊 柚柚 [7]

18  Bye 6

19 年年長長オオオオ  加ノ木 唯唯

20  Bye 11

21  Bye 14

22 さささTC  高高 花花

23  Bye 4

24 年年長長オオオオ  米米 瑛瑛 [4]

25 年年長長オオオオ  土田 琴琴 [5]

26  Bye 8

27 ヨヨヨヨオヨヨヨ  近加 綺結

28  Bye 10

29 ヨヨヨヨオヨヨヨ  殿宮 百百

30 年年長長オオオオ  大大 実咲

31  Bye 2

32 押見年TA  尾花 唯愛 [2]

Round 2

 外田 千千 [1]
 #1: 

 嶋 実実
 #2: 6-0 

 野田 心心
 #3: 

 金酒 寿寿野 [6]
 #4: 

 田郡 柑柑 [3]
 #5: 

 加加 結結
 #6: 

 土田 美美
 #7: 

 武田 絢絢 [8]
 #8: 

 菊菊 柚柚 [7]
 #9: 

 加ノ木 唯唯
 #10: 

 高高 花花
 #11: 

 米米 瑛瑛 [4]
 #12: 

 土田 琴琴 [5]
 #13: 

 近加 綺結
 #14: 

 大大 実咲
 #15: 6-0 

 尾花 唯愛 [2]
 #16: 

Quarterfinals

 外田 千千 [1]
 #17: 6-1 

 金酒 寿寿野 [6]
 #18: 6-2 

 田郡 柑柑 [3]
 #19: 6-1 

 土田 美美
 #20: 6-2 

 菊菊 柚柚 [7]
 #21: 6-3 

 米米 瑛瑛 [4]
 #22: 6-0 

 土田 琴琴 [5]
 #23: 6-0 

 尾花 唯愛 [2]
 #24: 6-1 

Semifinals

 外田 千千 [1]
 #25: 6-3 

 田郡 柑柑 [3]
 #26: 6-1 

 米米 瑛瑛 [4]
 #27: 6-4 

 土田 琴琴 [5]
 #28: 6-4 

 外田 千千 [1]順順 3-4

 米米 瑛瑛 [4]

Final

 田郡 柑柑 [3]
 #29: 7-6(5) 

 土田 琴琴 [5]
 #30: 7-5 

 外田 千千 [1]
 #31: 6-3 

 田郡 柑柑 [3]
 #32: 6-0 



令令3年年年年年オオオオオオオオオオオ大大
小小小GS - ココココ

日日
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Round 1

 Bye
 Loser #1

 米外 優優
 Loser #2

 Bye
 Loser #3

 Bye
 Loser #4

 Bye
 Loser #5

 Bye
 Loser #6

 Bye
 Loser #7

 Bye
 Loser #8

 Bye
 Loser #9

 Bye
 Loser #10

 Bye
 Loser #11

 Bye
 Loser #12

 Bye
 Loser #13

 Bye
 Loser #14

 殿宮 百百
 Loser #15

 Bye
 Loser #16

Round 2

 米外 優優
 #33: 

 Bye
 If Loser #17

 Bye
 #34: 

 野田 心心
 Loser #18

 Bye
 #35: 

 加加 結結
 Loser #19

 Bye
 #36: 

 武田 絢絢 [8]
 Loser #20

 Bye
 #37: 

 加ノ木 唯唯
 Loser #21

 Bye
 #38: 

 高高 花花
 Loser #22

 Bye
 #39: 

 近加 綺結
 Loser #23

 殿宮 百百
 #40: 

 Bye
 If Loser #24

Quarterfinals

 米外 優優
 #41: 

 野田 心心
 #42: 

 加加 結結
 #43: 

 武田 絢絢 [8]
 #44: 

 加ノ木 唯唯
 #45: 

 高高 花花
 #46: 

 近加 綺結
 #47: 

 殿宮 百百
 #48: 

Semifinals

 野田 心心
 #49: 6-1 

 加加 結結
 #50: 6-0 

 加ノ木 唯唯
 #51: 6-2 

 近加 綺結
 #52: 6-5 

Final

 加加 結結
 #53: 6-1 

 加ノ木 唯唯
 #54: 6-1 

 加加 結結
 #55: 6-2 



令令3年年年年年オオオオオオオオオオオ大大
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所所所所 Round 1

1 さささTC  宮外 蓮 [1]

2  Bye 1

3 年年長長オオオオ  野田 凰稜雄

4 押見年TA  尾花 悠英

5 年年長長オオオオ  皆川 胡寺 [4]

6 さささTC  番番 駿

7 ヨヨヨヨオヨヨヨ  浦皆 凰凰

8 年年長長高宮  年田皆 開

9 年年長長高宮  橘 敦敦

10 年年長長オオオオ  保保 亮亮

11 ヨヨヨヨオヨヨヨ  外田 惺惺

12 年年長長オオオオ  竹郡 煌 [3]

13 年年長長高宮  松松 浬浬

14 年年長長オオオオ  土田 悠丈

15  Bye 2

16 さささTC  須田 悠陽 [2]

Quarterfinals

 宮外 蓮 [1]
 #1: 

 野田 凰稜雄
 #2: 6-4 

 番番 駿
 #3: 6-2 

 浦皆 凰凰
 #4: 6-1 

 保保 亮亮
 #5: 6-1 

 竹郡 煌 [3]
 #6: 6-0 

 土田 悠丈
 #7: 6-1 

 須田 悠陽 [2]
 #8: 

Semifinals

 宮外 蓮 [1]
 #9: 6-0 

 浦皆 凰凰
 #10: 6-0 

 竹郡 煌 [3]
 #11: 6-0 

 土田 悠丈
 #12: w.o.

Final

 宮外 蓮 [1]
 #13: 7-5 

 竹郡 煌 [3]
 #14: 6-3 

 浦皆 凰凰順順 3-4

 土田 悠丈

勝勝

 宮外 蓮 [1]
 #16: 6-4 

 土田 悠丈
 #15: 6-3 



令令3年年年年年オオオオオオオオオオオ大大
高２以下BS - ココココ
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Round 1

 Bye
 Loser #1

 尾花 悠英
 Loser #2

 皆川 胡寺 [4]
 Loser #3

 年田皆 開
 Loser #4

 橘 敦敦
 Loser #5

 外田 惺惺
 Loser #6

 松松 浬浬
 Loser #7

 Bye
 Loser #8

Quarterfinals

 尾花 悠英
 #17: 

 Bye
 If Loser #9

 皆川 胡寺 [4]
 #18: 6-2 

 Bye
 No Match

 外田 惺惺
 #19: 6-2 

 Bye
 No Match

 松松 浬浬
 #20: 

 Bye
 If Loser #12

Semifinals

 尾花 悠英
 #21: 

 皆川 胡寺 [4]
 #22: 

 外田 惺惺
 #23: 

 松松 浬浬
 #24: 

Final

 尾花 悠英
 #25: 6-4 

 外田 惺惺
 #26: 6-3 

勝勝

 尾花 悠英
 #27: 6-2 



令令3年年年年年オオオオオオオオオオオ大大
高２以下GS
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所所所所 Quarterfinals

1 さささTC  高高 裕裕 [1]

2 年年大長高宮  佐加 彩百

3 年年長長SC  外田 莉千

4 年年長長オオオオ  野野 歩心千

5 年年長長オオオオ  大大 萌小

6 年年大長高宮  酒田 心唯

7 年年大長高宮  小小 芽小

8 さささTC  杉杉 小小莉 [2]

Semifinals

 佐加 彩百
 #1: 6-3 

 外田 莉千
 #2: 6-2 

 大大 萌小
 #3: 6-3 

 杉杉 小小莉 [2]
 #4: 6-1 

Final

 佐加 彩百
 #5: 6-3 

 杉杉 小小莉 [2]
 #6: 7-5 

 外田 莉千順順 3-4

 大大 萌小

勝勝

 佐加 彩百
 #8: 6-3 

 大大 萌小
 #7: 6-3 



令令3年年年年年オオオオオオオオオオオ大大
高２以下GS - ココココ

日日
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Semifinals

 高高 裕裕 [1]
 Loser #1

 野野 歩心千
 Loser #2

 酒田 心唯
 Loser #3

 小小 芽小
 Loser #4

Final

 高高 裕裕 [1]
 #9: 6-5 

 酒田 心唯
 #10: 6-3 

勝勝

 高高 裕裕 [1]
 #11: 6-3 


