
受付終了時刻 予備日

一般男子Ａクラス、一般女子Ａクラス　ダブルス
一般男子Ｃクラス、一般女子Ｃクラス　ダブルス
一般男子Ｂクラス、一般女子Ｂクラス　ダブルス
35歳以上男子、45歳以上男子　ダブルス

小学生男子・女子、中学生男子・女子シングルス 7:40

主 催 ㈶長岡市体育協会、長岡市テニス協会

共 催 長岡市、長岡市教育委員会

協 賛 ヨネックス
主 管 長岡市テニス協会

大会名誉会長 森　　民夫

大 会 会 長 小林　宏一

大会副会長 加藤　孝博、高田　裕司、小島　孝之、市村　輝男、広瀬　弘之、近藤　一彦

大 会 委 員 小林　　均、川上　春雄、石原　法男、長岡市テニス協会理事

ディレクター 石原　法男

レフェリー 川上　俊一

オフィシャル 長岡市テニス協会普及委員会

受 付 時 刻 9月22日（日） 全選手　7：10～7：40までに受付終了のこと

（遅刻は棄権とみなします）

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)

初戦敗者によるコンソレーションを行います。（6ゲーム先勝、ノーアドバンテージ）

審 判 セルフジャッジ

大会使用球 ヨネックス　TMP80
ラッキールーザー 採用します。(参加希望種目の受付時刻までに申し込むこと)

表 彰 中学生女子、小学生男子・女子/ベスト４

中学生男子/ベスト２

そ の 他 1．試合進行は本部のオーダー・オブ・プレー（ＯＰ）で行います。進行に協力してください。

　本部では原則としてアナウンスをしません。対戦相手を確認して試合をしてください。

　前の試合が終了後、速やかにコートに入らない選手は棄権とみなします。

　なお、ＯＰは進行状況により変更がありますので随時ＯＰの確認をしてください。

２．ＯＰで次の試合に入った選手は、試合コートの傍で待機していてください。

　番号が若い方の選手は本部にボールとスコアシートを取りに来てください。

３．試合前の練習は各自サーブ4本のみとします。事前にウォームアップ等、準備をしてください。

４．審判はセルフジャッジです。ジャッジは、選手が即座に、正確に大きな声で行ってください。

５．試合が終了したら選手は速やかにコートブラシでコート整備をしてください。

６．勝者はボールとスコアシートを持って本部に結果を報告してください。

８．天候不良の際の大会有無の判断は、当日の試合開始時に決定します。

９．その他の事項についてはＪＴＡテニスルール2013を適用します。

《問合せ先》 レフェリー　長岡市テニス協会　川上俊一　090-1880-3510

７．テニスウェアー、テニスシューズを着用してください。（国体、IH応援シャツは可、Ｔシャツは不可）

9月22日（日）

平成25年度　第60回市民体育祭テニス大会

期日 種目　ダブルス・ジュニアシングルス

９月　８日(日)
9/29
(日)
10面

９月１５日(日)

９月２２日(日)

会場 希望が丘テニス場　砂入り人工芝　（9/8…8面、9/15…10面、9/22…16面）

大　会　役　員

競　技　役　員

競技上の注意



平成２５年度第６０回市民体育祭テニス大会 2013/09/22  長岡市営希望が丘テニス場

中学生女子

21

1

51

22

66

23
2

52

3

24

73

25
4

53

26

67

27

54
5

28

76

29
6

55

30

68

31

56
7

32

74

33
8

57

9

34

69

35

58
10

36
41 武石奈々 (旭岡中)

[2] 42 西脇乃愛 (北部ジュニア)

39 片桐彩花 (西中)

40 大川里捺 (西中)

37 相川春佳 (西中)

38 石山 希 (旭岡中)

35 野村美晃 (旭岡中)

36 笠原未来 (さくら)

33 伊佐愛佳 (旭岡中)

34 小林澪奈 (西中)

[3] 31 中野亜美 (附属長岡中)

[6] 32 大野菜々未 (旭岡中)

29 目崎有紗 (旭岡中)

30 田村朱莉 (西中)

27 池田瑞歩 (西中)

28 古川愛未 (西中)

25 村上日菜子 (旭岡中)

26 中村 雅 (西中)

23 相田莉佳 (西中)

24 栗林紫音 (旭岡中)

[5] 21 吉田陽菜 (西中)

[8] 22 中村 陽 (旭岡中)

19 中村 爽 (旭岡中)

20 金城あみ (北部ジュニア)

17 池田 碧 (西中)

18 長谷川裕可子 (旭岡中)

15 稲川優紀 (旭岡中)

16 小野塚杏 (西中)

13 外山未来 (西中)

14 河内千優 (旭岡中)

[7] 11 三本茉美 (北部ジュニア)

[4] 12 高橋 凪 (附属長岡小)

9 池田萌子 (西中)

10 平井葉南 (西中)

7 佐藤晃瑚 (西中)

8 大竹唯菜 (北部ジュニア)

6 竹部紗英子 (旭岡中)

3 杉林莉奈 (北部ジュニア)

4 小野塚鈴 (西中)

[1] 1 柳澤有紀 (旭岡中)

2 松川瑞姫 (西中)

5 田中萌夏 (旭岡中)
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小学生女子
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[2] 8 馬場千翔 (さくら)

5 矢川圭樹 (さくら)

6 中川晴斗 (西中)

7 江花光太 (西中)

[1] 1 金安倫哉 (さくら)

2 西脇一央 (北部ジュニア)

[1] 1 荒岡宏輔 (旭岡中)

2 酒井啓伍 (さくら)

3 島岡秀知 (さくら)

4 曽根大聖 (西中)

5 近藤敦斗 (蒼柴SCTA)

[4] 6 岩間太陽 (蒼柴SCTA)

3 加藤優季 (蒼柴SCTA)

4 大橋太一 (川崎東小)

9 吉岡幸志 (ルネサンス)

10 富樫 優 (蒼柴SCTA)

7 金井楓馬 (豊田小)

8 星野敦紀 (北部ジュニア)

[3] 13 小林叶翔 (北部ジュニア)

14 曽根歩生 (希望が丘小)

11 東 晃希 (北部ジュニア)

12 佐藤優太 (ルネサンス)

[2] 17 金城優斗 (北部ジュニア)

[1] 1 神成真生 (北部ジュニア)

15 伊丹聖哉 (豊田小)

16 斉藤幸太 (蒼柴SCTA)

[3] 4 高橋海希 (蒼柴SCTA)

5 和田 梓 (川崎東小)

2 政井理実 (さくら)

3 長 美実 (蒼柴SCTA)

8 渡辺怜菜 (附属長岡小)

9 小林明季 (北部ジュニア)

6 大竹唯月 (北部ジュニア)

7 斉藤未来 (蒼柴SCTA)

12 森山凛緒 (さくら)

[2] 13 田村美空 (北部ジュニア)

[4] 10 石川和奏 (北部ジュニア)

11 池田知央 (中之島中央小)




