
大会結果

期　　日 平成２６年４月２６日(土)～２７(日)　　　予備日　２９日（火・祝）
会　　場 長岡市営希望が丘テニス場

２６日（土） ２７日（日） ２９日（火・祝）
１８歳以下男子シングルス　（100） １Ｒ～Ｆ － 予備日
１８歳以下男子ダブルス　（53） － １Ｒ～Ｆ 予備日
１６歳以下男子シングルス　（28） １Ｒ～Ｆ － 予備日
１６歳以下男子ダブルス　（12） － １Ｒ～Ｆ 予備日
１８歳以下女子シングルス　（46） － １Ｒ～Ｆ 予備日
１８歳以下女子ダブルス　（33） １Ｒ～Ｆ － 予備日
１６歳以下女子シングルス　（15） － １Ｒ～Ｆ 予備日
１６歳以下女子ダブルス　（12） １Ｒ～Ｆ － 予備日

受付時刻 午前８時～午前８時４０分締切
試合開始 午前９時予定

主　　催 新潟県テニス協会
主　　管 新潟県テニス協会ジュニア委員会
協　　力 長岡市テニス協会、高体連テニス部、JLTF新潟県支部

ディレクター 高橋　　玄

ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 小杉　秀一

レフェリー 石原　法男

ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ 高橋　重人

本部スタッフ 川上　俊一　　鳥越　美枝　　吉田　桂子　　石原冨三江

ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｱﾝﾊﾟｲｱ 鳥越　清和　　柳澤　達也　　吉原　　聡(26)　　島田　圭介(27)　　田村　　亮(27)

安原　孝規　　鶴巻　桂司　　小野塚律男
中沢　　光(26)　　加藤　　仁(26)　　小川 直人(27)　　後藤 武俊(27)

試合方法 １セットマッチ（６－６タイブレーク）

審　　判 セルフジャッジ

大会使用球 ヨネックス　TMP80

そ の 他 1 試合進行は本部掲示のオーダーオブプレーに従って進行します。

前の試合が終了したら速やかにコートに入って試合を開始すること。

前の試合が終了後１０分以内にコートに入らない選手は棄権とみなします。

2 選手はオーダーオブプレーの次の試合に試合番号が掲示されたら、番号の小

さい方の選手が本部からボールとスコアーカードをもらって、試合コートの脇で

待機をしていること。

3 試合前の練習は各自サーブ４本とする。

4 試合が終了したら速やかにコートブラシをかけて、勝者はスコアカードに結果を

記入し、ボールを持って本部に報告をすること。

5 上記以外は、JTAテニスルール2014を適用する。

6 天候等やむを得ない状況が起きた場合は要項が変更になることがあります。

7 各種目のベスト４以上は、５月１０日～１１日に新潟市庭球場で行われる、新潟

県予選会の出場資格を与えます。（辞退はできません。）

県大会へのエントリーは選手が各自行うこと。

8 高校部活の県大会出場選手は、新潟県テニス協会ジュニア選手登録をしな

ければならない。

登録ホームページアドレス　　http://star-ships.jp/jr_tennis/

（新潟県テニス協会ジュニア委員会）

登録料１，０００円は県大会当日参加料と一緒に納めてください。

種目
日　　　　　　　程

2014 全日本ジュニアテニス選手権
新潟県中越地区予選会（U18・U16）

競技上の注意

競技役員



2014全日本ジュニアテニス選手権新潟県中越地区予選会　表彰者

平成26年4月26日(土)・27日(日)　　　会場：長岡市希望が丘テニス場

１８歳以下男子シングルス　　 １８歳以下女子シングルス　　
１位 大川賢太郎 長岡高 １位 高沢　芽実 長岡高
２位 髙橋　冬夢 十日町高 ２位 上條　萌香 長岡大手高
３位 佐藤　大祐 長岡工業高 ３位 玉田　　樹 長岡大手高
４位 佐原　知樹 長岡工業高 ４位 貝瀬　夢乃 長岡大手高

１６歳以下男子シングルス　 １６歳以下女子シングルス　　
１位 鳥越　祐太 長岡市TAジュニア １位 小林玲実那 長岡大手高
２位 内山　　航 長岡市TAジュニア ２位 稲持さやか 帝京長岡高
３位 佐藤　千央 中越高 ３位 吉田　陽菜 長岡西中
４位 西脇　　譲 さくらTC ４位 発地　美波 長岡大手高

１８歳以下男子ダブルス　　 １８歳以下女子ダブルス　　
森川　祐宇 長岡高 高橋　夏帆 長岡高
大川賢太郎 長岡高 高沢　芽実 長岡高
佐藤　大祐 長岡工業高 内山美桜子 長岡高
佐原　知樹 長岡工業高 柳澤　詩帆 長岡高
多田　浩幸 長岡高 上條　萌香 長岡大手高
勝野　　快 長岡高 貝瀬　夢乃 長岡大手高
小林　　巧 長岡高 大塚　美紀 長岡高
樺澤　瑛久 長岡高 堀江　琴子 長岡高

１６歳以下男子ダブルス　　 １６歳以下女子ダブルス　　
鳥越　祐太 長岡市TAジュニア 小林玲実那 長岡大手高
内山　　航 長岡市TAジュニア 発地　美波 長岡大手高
山﨑　悠太 長岡工業高 吉田　陽菜 長岡西中
佐藤　千央 中越高 古川　愛未 長岡西中
齋藤　快理 帝京長岡高 稲持さやか 帝京長岡高
星野　大河 帝京長岡高 廣川　桃音 さくら
五十嵐飛鳥 六日町高 中村　　陽 長岡旭岡中
林　　　援 六日町高 村上日菜子 長岡旭岡中

上記入賞者(組)は、5月10日～11日に新潟市庭球場で開催する県予選大会に出場する。

３位 ３位

４位 ４位

４位 ４位

１位 １位

２位 ２位

１位 １位

２位 ２位

３位 ３位
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2014全日本ジュニアテニス選手権新潟県中越地区予選会
１８歳以下男子シングルス　　100
No. シード 名前 所属 1R 2R 3R 4R QF SF F winner

1 1 大川賢太郎 長岡高
大川

2 五十嵐　将希 長岡工業高 60

五十嵐

3 久保田滉希 帝京長岡高 63 大川

60

4 宮島　央輝 三条東高
浅野

5 浅野　希悟 中越高 60

小野塚

6 小野塚　歩 六日町高 61

小野塚

7 清水　和哉 十日町高 64 大川

60

8 横田　峻也 三条高
横田

9 藤田　貴之 加茂農林高 60

藤田

10 木村　翔太 長岡向陵高 64

横田

11 谷内田航也 長岡高 76(2)

谷内田

12 岩月　宏樹 三条ファミリー 62

小野塚

13 13～16 小野塚宏也 長岡大手高 64

大川

14 9～12 樺澤　瑛久 長岡高 61

樺澤

15 古瀬　健太 十日町高 60

古瀬

16 今井　　覚 中越高 61

樺澤

17 岩間　貴良 長岡工業高 62

岩間

18 冨水駿一郎 三条高 61

岩間

19 齋藤　康介 帝京長岡高 63

武田

20 田中俊太朗 長岡向陵高 24RET

大嶋

21 大嶋　涼介 長岡高 76(1)

大嶋

22 井口　諒一 六日町高 61

武田

23 佐藤　優斗 長岡大手高 60

佐藤

24 小林　尚人 三条東高 61

武田

25 5～8 武田　義大 長岡工業高 62

大川

26 3～4 山崎　秀斗 中越高 64

山崎

27 大橋　將広 三条高 60

樋口

28 樋口　雄生 帝京長岡高 61

山崎

29 力石　大智 三条ファミリー 61

力石

30 高野　堅也 十日町高 63

竹内

31 渡邊　善朗 長岡大手高 63

竹内

32 竹内　　岳 長岡高 64

五十嵐

33 吉原　滉貴 長岡向陵高 62

吉原

34 志太　智春 六日町高 75

志太

35 高橋　泰大 三条東高 62

五十嵐

36 深海　大地 三条高 75

深海

37 山田　朗生 中越高 61

五十嵐

38 13～16 五十嵐　望 長岡工業高 63

佐原

39 9～12 真霜　一希 十日町高 63

小島

40 小島　　悠 長岡高 63

小島

41 恩田　絢介 長岡大手高 63

小島

42 出光　　黎 長岡向陵高 62

出光

43 知野　貫太 三条高 62

出光

44 宮島　裕明 加茂農林高 63

佐原

45 星　　大和 小出高 63

須貝

46 川上　康太 十日町高 63

須貝

47 須貝　拓斗 帝京長岡高 61

佐原

48 小野塚宙大 六日町高 60

小野塚

49 林　　晃広 三条東高 63

佐原

50 5～8 佐原　知樹 長岡工業高 61 大川

2014/4/26
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2014全日本ジュニアテニス選手権新潟県中越地区予選会
１８歳以下男子シングルス　　100
No. シード 名前 所属 1R 2R 3R 4R QF SF F winner

2014/4/26

64

51 5～8 佐藤　大祐 長岡工業高
佐藤

52 山岸　亮太 加茂農林高 61

山岸

53 土田　友輝 三条高 64

佐藤

54 阿部　聖也 帝京長岡高 60

太刀川

55 太刀川優平 長岡高 61

太刀川

56 浅井　太一 中越高 63

佐藤

57 青木　一朔 三条東高 64

青木

58 島崎　　凌 六日町高 61

米山

59 米山　元樹 小出高 62

多田

60 相澤　秀哉 十日町高 61

相澤

61 目黒壮太郎 長岡向陵高 60

多田

62 9～12 多田　浩幸 長岡高 60

佐藤

63 13～16 阿部　有三 長岡工業高 63

阿部

64 金井優太郎 三条東高 64

前田

65 前田　健吾 長岡大手高 61

阿部

66 中村　洋貴 長岡高 75

中村

67 白井　淳平 長岡大手高 76(5)

中村

68 宮内　　聖 六日町高 64

小林

69 下村　祐貴 十日町高 62

江辺

70 江辺　竜希 三条高 64

江辺

71 大﨑　達也 長岡工業高 75

大﨑

72 井田　勇人 長岡向陵高 75

小林

73 岩渕　翔太 帝京長岡高 60

岩渕

74 関口　大輝 中越高 63

小林

75 3～4 小林　　巧 長岡高 63

髙橋

76 5～8 勝野　　快 長岡高 76(5)

勝野

77 堀澤　尚史 長岡大手高 60

堀澤

78 高橋　巧一 長岡向陵高 76(3)

勝野

79 櫻井　理人 六日町高 63

櫻井

80 村田　純哉 中越高 61

櫻井

81 落合　裕章 小出高 61

勝野

82 藤由　一輝 三条ファミリー 64

目黒

83 高倉　　稜 帝京長岡高 75

目黒

84 目黒　希一 長岡工業高 64

目黒

85 監物　直樹 三条東高 76(9)

監物

86 高橋　亮哉 十日町高 64

水越

87 9～12 水越　智紀 長岡向陵高 75

髙橋

88 13～16 和久井景太 長岡高 64

和久井

89 渡辺　一樹 十日町高 61

外谷

90 外谷　裕二 六日町高 63

和久井

91 北原　一輝 長岡向陵高 61

齋藤

92 齋藤　啓太 帝京長岡高 61

土屋

93 土屋遼太郎 小千谷高 62

髙橋

94 五十嵐惇哉 三条東高 63

荒木

95 荒木　凌 長岡工業高 60

荒木

96 高橋　善典 三条高 75

高橋

97 小林　直行 長岡大手高 63

98 真島　滉城 中越高 髙橋

郷 64

99 郷　　奏斗 長岡高 62

髙橋

100 2 髙橋　冬夢 十日町高 61

【3位決定戦】
50 5～8 佐原　知樹 長岡工業高

51 5～8 佐藤　大祐 長岡工業高
佐藤

64
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2014全日本ジュニアテニス選手権新潟県中越地区予選会
１８歳以下女子ダブルス　　33
No. シード 名前 所属 1R 2R 3R QF SF F winner

1 1 高橋　夏帆 長岡高
高沢　芽実 長岡高

高橋・高沢

2 坂中　瑞穂 三条東高 60

福岡　千裕 三条東高
小林・松木

3 小林　祐梨 小出高 61 高橋・高沢

松木　結花 小出高 60

4 佐々木里佳子 三条高
行田　彩花 三条高

佐々木・小日向

5 佐々木亜美 長岡向陵高 63

小日向桃香 長岡向陵高 高橋・高沢

60

6 石川あかり 長岡大手高
渡邉　七星 長岡大手高 石川・渡邉

60

7 新保　礼美 小千谷高
柳澤　朋美 小千谷高

熊倉・峰尾

8 稲葉　　萌 六日町高 63

青木　優衣 六日町高
熊倉・峰尾

9 5～8 熊倉　美咲 長岡高 62

峰尾　　渚 長岡高
高橋・高沢

10 3～4 大塚　美紀 長岡高 61

堀江　琴子 長岡高 大塚・堀江

60

11 青木佑里南 八海高
柴田　　黛 八海高 大塚・堀江

60

12 宮島美津希 三条高
相田まりも 三条高

伊藤・桑原

13 伊藤　　栞 小千谷高 60

桑原　枝里 小千谷高
大塚・堀江

14 田村　愛理 三条東高 64

渡辺　千裕 三条東高 下条・大平

60

15 下条　綾音 長岡大手高
大平　一葉 長岡大手高

下條・大平

16 貝瀬　里歩 長岡向陵高 63

大﨑絵理紗 長岡向陵高
佐藤・種村

17 5～8 佐藤　裕香 六日町高 60 高橋・高沢

種村　成美 六日町高 60

18 5～8 玉田　　樹 長岡大手高
相田　彩花 長岡大手高 玉田・相田

60

19 瀧澤　春菜 小千谷高
渡部志保李 小千谷高 玉田・相田

61

20 酒井　紀子 長岡向陵高
斎藤　千春 長岡向陵高

笛木・石田

21 笛木　美里 六日町高 76(7)

石田　穂香 六日町高
内山・柳澤

22 穴沢　佳奈 小出高 61

星　　夏美 小出高 古澤・阿部

63

23 吉澤紗由希 三条東高
阿部沙笑妃 三条東高

内山・柳澤

24 石本　美晴 三条高 60

今井ちひろ 三条高
内山・柳澤

25 3～4 内山美桜子 長岡高 60

柳澤　詩帆 長岡高 内山・柳澤

63

26 5～8 山田　芽生 長岡向陵高
池田　咲季 長岡向陵高 小岩・和田

76(3)

27 小岩　璃佳 長岡高
和田奈央子 長岡高 小岩・和田

64

28 渡部　友梨 小千谷高
岸　　七海 小千谷高

遠藤・風間

29 遠藤　育美 小出高 63

風間　千春 小出高
上條・貝瀬

30 宗村香奈江 三条東高 64

沖坂　実祐 三条東高 林・中山

61

31 林　　里奈 八海高
中山　奈美 八海高

上條・貝瀬

32 山之内ゆきね 小出高 61

渡邉　佳奈 小出高
上條・貝瀬

33 2 上條　萌香 長岡大手高 60

貝瀬　夢乃 長岡大手高

【3位決定戦】
10 3～4 大塚　美紀 長岡高

堀江　琴子 長岡高

33 2 上條　萌香 長岡大手高
貝瀬　夢乃 長岡大手高

2014/4/26

上條・貝瀬

63
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2014全日本ジュニアテニス選手権新潟県中越地区予選会
１６歳以下男子シングルス　　28
No. シード 名前 所属 1R 2R QF SF F winner

1 1 鳥越　祐太 長岡市TAジュニア
鳥越

2 小林　　航 長岡向陵高 60

小林

3 中川　晴斗 長岡西中 62 鳥越

61

4 熊倉　悠大 三条ファミリー
熊倉

5 星野　大河 帝京長岡高 64

熊倉

6 竹田　義輝 中越高 61

竹田

7 5～8 山田　　理 長岡高 61 鳥越

61

8 3～4 山崎　悠太 長岡工業高
山崎

9 曽根　大聖 長岡西中 61

遠藤

10 遠藤　聖也 長岡向陵高 62

西脇

11 室橋　俊介 中越高 60

室橋

12 布川　裕也 長岡向陵高 61

西脇

13 星野　守央 長岡高 61

西脇

14 5～8 西脇　　譲 さくらTC 60

鳥越

15 5～8 田中　侑真 長岡向陵高 75

田中

16 酒井　啓吾 さくらTC 60

田中

17 江花　光太 長岡西中 60

西澤

18 西澤　尚樹 長岡高 75

佐藤

19 南雲　達也 六日町高 62

南雲

20 山田　大輝 長岡向陵高 62

佐藤

21 3～4 佐藤　千央 中越高 60

内山

22 5～8 齋藤　快理 帝京長岡高 75

齋藤

23 船見　健人 長岡高 61

齋藤

24 島岡　秀知 さくらTC 60

島岡

25 矢川　圭樹 中越高 62

26 本田　　光 長岡向陵高 内山

滝沢 61

27 滝沢　祐也 中越高 62

内山

28 2 内山　　航 長岡市TAジュニア 60

【3位決定戦】
14 5～8 西脇　　譲 さくらTC

佐藤

21 3～4 佐藤　千央 中越高 62

１６歳以下女子ダブルス　　12
No. シード 名前 所属 1R 2R SF F winner

1 1 小林玲実那 長岡大手高
発地　美波 長岡大手高

2 中村　　雅 長岡西中 小林・発地
松川　瑞姫 長岡西中 61

中村・松川
3 相田　梨緒 三条高 63 小林・発地

平沢　葵衣 三条高 60

4 3～4 中村　　陽 長岡旭岡中
村上日菜子 長岡旭岡中

中村・村上
5 池田　萌子 長岡西中 64

小林　澪奈 長岡西中
中川・林

6 中川　恵美 長岡向陵高 62
林　　優里 長岡向陵高

小林・発地
7 長浜　　藍 三条高 63

関崎　千春 三条高
大野・石山

8 大野菜々未 長岡旭岡中 64
石山　　希 長岡旭岡中 吉田・古川

62
9 3～4 吉田　陽菜 長岡西中

古川　愛未 長岡西中

10 中山　奈々 小千谷高 吉田・古川
森本　花菜 小千谷高 64

中山・森本
11 野村　美晃 長岡旭岡中 61

稲川　優紀 長岡旭岡中 稲持・廣川
60

12 2 稲持さやか 帝京長岡高
廣川　桃音 さくら

【3位決定戦】
4 3～4 中村　　陽 長岡旭岡中

村上日菜子 長岡旭岡中

12 2 稲持さやか 帝京長岡高
廣川　桃音 さくら

2014/4/26
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１８歳以下男子ダブルス　　53
No. シード 名前 所属 1R 2R 3R QF SF F winner

1 1 森川　祐宇 長岡高
大川賢太郎 長岡高

森川・大川

2 荒木　　大 中越高 60

真島　滉城 中越高
大橋・野水

3 大橋　將広 三条高 63

野水　航太 三条高
森川・大川

4 阿部　有三 長岡工業高 61

荒木　凌 長岡工業高
阿部・荒木

5 高橋　亮哉 十日町高 62

川上　康太 十日町高
阿部・荒木

6 中川　真一 三条東高 62

高橋　到汰 三条東高
大嶋・竹内

7 13～16 大嶋　涼介 長岡高 60

竹内　　岳 長岡高
森川・大川

8 9～12 青木健太郎 六日町高 61

阿部　凌太 六日町高
堀澤・小林

9 堀澤　尚史 長岡大手高 61

小林　直行 長岡大手高
土田・宮内

10 土屋遼太郎 小千谷高 63

宮内　　聖 六日町高
土屋・宮内

11 井田　勇人 長岡向陵高 60

田中俊太朗 長岡向陵高
江辺・横田

12 須貝　拓斗 帝京長岡高 60

阿部　聖也 帝京長岡高
須貝・阿部

13 高橋　泰大 三条東高 76(5)

小林　尚人 三条東高 江辺・横田

61

14 5～8 江辺　竜希 三条高
横田　峻也 三条高

森川・大川

15 3～4 多田　浩幸 長岡高 63

勝野　　快 長岡高
多田・勝野

16 前田　健吾 長岡大手高 64

佐藤　優斗 長岡大手高
前田・佐藤

17 目黒　希一 長岡工業高 61

五十嵐　将希 長岡工業高
多田・勝野

18 高野　堅也 十日町高 62

古瀬　健太 十日町高
高野・古瀬

19 五十嵐惇哉 三条東高 61

金井優太郎 三条東高
山崎・山田

20 深海　大地 三条高 62

高橋　善典 三条高
山崎・山田

21 13～16 山崎　秀斗 中越高 61

山田　朗生 中越高 多田・勝野

61

22 9～12 岩渕　翔太 帝京長岡高
樋口　雄生 帝京長岡高

五十嵐・岩間

23 貝瀬　智哉 八海高 75

小林　陸人 八海高
五十嵐・岩間

24 五十嵐　望 長岡工業高 61

岩間　貴良 長岡工業高
五十嵐・岩間

25 谷内田航也 長岡高 62

解良　拓海 長岡高
谷内田・解良

26 小岩　快波 六日町高 62

吉澤　　優 六日町高 髙橋・水越

62

27 5～8 髙橋　冬夢 十日町高
水越　智紀 長岡向陵高

2014/4/27
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１８歳以下男子ダブルス　　53
No. シード 名前 所属 1R 2R 3R QF SF F winner
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森川・大川

28 5～8 真霜　一希 十日町高 61

下村　祐貴 十日町高
真霜・下村

29 山岸　亮太 加茂農林高 60

齊藤　勘太 加茂農林高
青木・勝又

30 青木　佑哉 六日町高 62

勝又　颯樹 六日町高
真霜・下村

31 太刀川優平 長岡高 75

和久井景太 長岡高
太刀川・和久井

32 齋藤　啓太 帝京長岡高 61

高倉　　稜 帝京長岡高 藤由・力石

64

33 9～12 藤由　一輝 三条ファミリー
力石　大智 三条ファミリー

34 13～16 武田　義大 長岡工業高 小林・樺澤

大﨑　達也 長岡工業高 61

渡邊・白井

35 渡邊　善朗 長岡大手高 62

白井　淳平 長岡大手高
渡邊・白井

36 土田　友輝 三条高 62

杉山　順紀 三条高
土田・杉山

37 浅井　太一 中越高 76(4)

今井　　覚 中越高
小林・樺澤

38 出光　　黎 長岡向陵高 61

吉原　滉貴 長岡向陵高
出光・吉原

39 渡辺　一樹 十日町高 63

小野塚　慧 十日町高 小林・樺澤

60

40 3～4 小林　　巧 長岡高
樺澤　瑛久 長岡高

佐藤・佐原

41 5～8 落合　裕章 小出高 64

富永　泰成 小出高
落合・富永

42 冨水駿一郎 三条高 62

知野　貫太 三条高
冨水・知野

43 N.S  北原　一輝  長岡向陵高 ＷＯ

 目黒壮太郎  長岡向陵高
小野塚・恩田

44 宮島　裕明 加茂農林高 76(4)

藤田　貴之 加茂農林高
宮島・藤田

45 風間　　涼 六日町高 64

野上　雄矢 六日町高 小野塚・恩田

60

46 9～12 小野塚宏也 長岡大手高
恩田　絢介 長岡大手高

47 13～16 青木　一朔 三条東高 佐藤・佐原

監物　直樹 三条東高 61

青木・監物

48 小島　　悠 長岡高 75

高橋　諒太 長岡高
青木・監物

49 関口　大輝 中越高 61

村田　純哉 中越高
関口・村田

50 星　　大和 小出高 64

米山　元樹 小出高
佐藤・佐原

51 相澤　秀哉 十日町高 64

清水　和哉 十日町高
相澤・清水

52 西内　　翔 帝京長岡高 61

廣川　大樹 帝京長岡高 佐藤・佐原

63

53 2 佐藤　大祐 長岡工業高
佐原　知樹 長岡工業高

【3位決定戦】
15 3～4 多田　浩幸 長岡高

勝野　　快 長岡高
多田・勝野

40 3～4 小林　　巧 長岡高 62

樺澤　瑛久 長岡高
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１８歳以下女子シングルス　　46
No. シード 名前 所属 1R 2R 3R QF SF F winner

1 1 上條　萌香 長岡大手高
上條

2 福岡　千裕 三条東高 60

金石

3 金石ひな子 長岡向陵高 64

上條

4 今井ちひろ 三条高 60

高野

5 高野　　陽 長岡大手高 60

堀江

6 13～16 堀江　琴子 長岡高 64 上條

64

7 9～12 大﨑　愛理 帝京長岡高
大﨑

8 小岩　璃佳 長岡高 63

小岩

9 稲葉　　萌 六日町高 61

大﨑

10 宗村香奈江 三条東高 62

相田

11 相田　彩花 長岡大手高 63

相田

12 5～8 山田　芽生 長岡向陵高 75

上條

13 3～4 玉田　　樹 長岡大手高 64

玉田

14 田村　愛理 三条東高 60

酒井

15 酒井　紀子 長岡向陵高 61

玉田

16 石田　穂香 六日町高 63

熊倉

17 13～16 熊倉　美咲 長岡高 61

玉田

18 9～12 種村　成美 六日町高 76(5)

種村

19 小日向桃香 長岡向陵高 62

小日向

20 沖坂　実祐 三条東高 63

内山

21 大平　一葉 長岡大手高 61

大平

22 大滝英里子 長岡向陵高 61

内山

23 5～8 内山美桜子 長岡高 64

高沢

24 5～8 大塚　美紀 長岡高 61

大塚

25 青木　優衣 六日町高 60

青木

26 坂中　瑞穂 三条東高 63

大塚

27 石川あかり 長岡大手高 63

石川

28 林　　里奈 八海高 61

石川

29 9～12 佐々木亜美 長岡向陵高 62

貝瀬

30 13～16 吉澤紗由希 三条東高 63

吉澤

31 峰尾　　渚 長岡高 64

貝瀬

32 斎藤　千春 長岡向陵高 60

池田

33 池田　奈央 十日町高 75

貝瀬

34 3～4 貝瀬　夢乃 長岡大手高 61

高沢

35 5～8 佐藤　裕香 六日町高 61

佐藤

36 和田奈央子 長岡高 60

和田

37 行田　彩花 三条高 60

下條

38 池田　咲季 長岡向陵高 63

阿部

39 阿部沙笑妃 三条東高 64

下條

40 9～12 下條　綾音 長岡大手高 60

41 13～16 笛木　美里 六日町高 高沢

笛木 61

42 貝瀬　里歩 長岡向陵高 63

貝瀬

43 渡辺　千裕 三条東高 62

44 渡邉　七星 長岡大手高 高沢

渡邉 60

45 大﨑絵理紗 長岡向陵高 60

高沢

46 2 高沢　芽実 長岡高 60

【3位決定戦】
13 3～4 玉田　　樹 長岡大手高

玉田

34 3～4 貝瀬　夢乃 長岡大手高 63

2014/4/27
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No. シード 名前 所属 1R 2R SF F winner

1 1 小林玲実那 長岡大手高
小林

2 松川　瑞姫 長岡西中 60

関崎

3 関崎　千春 三条高 63

小林

4 3～4 吉田　陽菜 長岡西中 61

吉田

5 林　　優里 長岡向陵高 60

吉田

6 小林　澪奈 長岡西中 63

石川

7 石川　優悠 長岡高 62

小林

8 南雲　璃乃 六日町高 60

古川

9 古川　愛未 長岡西中 63

発地

10 発地　美波 長岡大手高 61

発地

11 3～4 中村　　陽 長岡旭岡中 63

稲持

12 中川　恵美 長岡向陵高 62

中川

13 池田　萌子 長岡西中 64

稲持

14 中村　　雅 長岡西中 61

稲持

15 2 稲持さやか 帝京長岡高 61

【3位決定戦】
4 3～4 吉田　陽菜 長岡西中

吉田

10 発地　美波 長岡大手高 62

１６歳以下男子ダブルス　　12
No. シード 名前 所属 1R 2R SF F winner

1 1 鳥越　祐太 長岡市TAジュニア
内山　　航 長岡市TAジュニア

鳥越・内山

2 曽根　大聖 長岡西中 61

江花　光太 長岡西中
矢川・滝沢

3 矢川　圭樹 中越高 60

滝沢　祐也 中越高 鳥越・内山

60

4 3～4 田中　侑真 長岡向陵高
遠藤　聖也 長岡向陵高

5 五十嵐飛鳥 六日町高 五十嵐・林

林　　　援 六日町高 64

五十嵐・林

6 山田　　理 長岡高 64

西澤　尚樹 長岡高
鳥越・内山

7 布川　裕也 長岡向陵高 75

山田　大輝 長岡向陵高
布川・山田

8 船見　健人 長岡高 64

星野　守央 長岡高 齋藤・星野

62

9 3～4 齋藤　快理 帝京長岡高
星野　大河 帝京長岡高

10 竹田　義輝 中越高 山崎・佐藤

室橋　俊介 中越高 60

竹田・室橋

11 本田　　光 長岡向陵高 60

小林　　航 長岡向陵高 山崎・佐藤

60

12 2 山﨑　悠太 長岡工業高
佐藤　千央 中越高

【3位決定戦】
5 五十嵐飛鳥 六日町高

林　　　援 六日町高
齋藤・星野

9 3～4 齋藤　快理 帝京長岡高 64

星野　大河 帝京長岡高

2014/4/27




