
下越テニス選手権

下越テニス協会　会長　　森　春夫主 催 下越テニス協会後 援 五泉市・五泉市教育委員会主 管 五泉市テニス協会期 日 平成２８年３月 ６日（日曜日）会 場 五泉市総合会館種 目 シングルス　一般男子　一般女子ダブルス　　一般男子　一般女子※　単複両種目のエントリーが可能です。参 加 資 格 新潟県テニス協会加盟団体に所属する方ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ 採用する試 合 球 ダンロップフォートイエロー試 合 方 法 トーナメント方式 ＋ コンソレーション１セットマッチ（６－６ＴＢ）ノーアドバンテージ方式※　最低2試合出来ます。参 加 料 シングルス ２,５００円　ダブルス 3,000円※　当日納入です。申 込 方 法 所定の申込用紙又は共通申込用紙に必要事項を記入し、下記宛にお申し込み下さい。　　　　　　　〒９５９-１８６４　五泉市郷屋川１－４－２３　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤広司宛　　　　　　　自宅　0250-42-2873 　　　　　　　携帯　090-4391-1748申 込 期 日 平成２８年2月１１日（木曜日）必着組 合 発 表 平成２８年2月２４日（水曜日）までに、仮ドローを各地区協会宛に送付します。尚、返信用封筒（宛名記入・切手添付）を同封で申込の場合は、個人へも送付します。下越テニス協会ホームページにも掲載します。http://www.kaetsu-tennis.com/そ の 他 申込締切後の変更及び棄権も参加費の納入をお願いします。ＮＯＰに基づいて、ドローを作成しますが、都合により試合方法を変更する事があります。

第２８回 

下越室内シングルス･ダブルス選手権大会



シード NO. 選　手　名 （　所　　属）
6 和久井　敏夫 （ファミリーITC）3 齋藤　三七夫 （荒川TC）4 新保　雄介 （五泉高校）（新潟大学）横山　大佑 和久井６０

① 1 A.Cordell （KAZAMA TA）2

江田　哲也 （白根TC）1214 伊藤　翼 （マリンブルーTS）
5

（新潟大学）
池田　公良 （新発田高校）7 大塲　拓和 （ジャンボITS）
WO　丸山　悦輝越　昌宏 （テニス同好会）11 松沢　祐 （五泉市TA） ６２

22 長岡　洋一 （白根TC）
（cresc.）15

19 中川　司 （秋葉区TA）
（てにんちゅ）LL　塚野　和貴WO　戸松　和哉

20 伊藤　和真 （五泉高校）1716 横山　陸18 上村　学 （五泉市TA）WO　樋口　巧紀 （五泉市TA）LL　会田　直樹
23 斎藤　翔太 （Fit）③ 24 斎藤　英助 （村上市TC）
29 渡辺　富夫 （荒川TC）
25 （五泉高校）
30 池田　航平 渡辺６３橋本６３田中田中　淳27

（T＆S新発田ITS）（新潟大学）31② 32 佐藤　宇浩 （Fit）小池　翼 ６４佐藤６１ ６０佐藤

松沢

６３斎藤（英）６０長岡６０７５中川上村
６１阿部

関　文哉 （新発田高校）
21 姫路　竜
28 橋本　優孝 （新潟大学）26 大橋　佑介

（新発田高校）
６２佐藤
６４斎藤

64佐藤
６０

６２佐藤６２田中
６１斎藤
６２中川

６０A . Cordell

６１横山
６３服部 ６２

一般男子シングルス(３２) A . Cordell６０齋藤７５ 水野
横山
６３水野

水野６１７６（７）６０服部
（五泉高校）（Fit）

水野

６４横山
④ 9 服部　正典 （胎内市TA）

1310
（村松TA）LL　阿部　光紀

8 水野　凌太 （新潟大学）



シード NO. 選　手　名 （　所　　属）

（新発田高校）22 横山　陸 （五泉高校）廣瀬　達也23 桐生　直也 （県庁TC）島津　敏也 （T＆S新発田ITS）② 24 吉川　幸久 （BIG MOUTH）中山　慶 （cresc.）

（五泉高校）大橋　佑介 （五泉高校）3 坂井　一規

（五泉高校）
19 阿部　光紀 （村松TA）渡邉　央 （村松TA）20 長部　太紀 （日本精機TC）池野　充 （日本精機TC）21 古田嶋　峻大 （新発田高校）関　文哉

丸山　悦輝 （新潟大学）wo 戸松　和哉 （Fit）wo 佐藤　宇浩 （T＆S新発田ITS）渡辺　太一 （T＆S新発田ITS）④ 7 武者　山人 （TEAM . E）田村　和明 （マリンブルーTS）

① 1 伊藤　孝幸 （ササキTC）内堀　佳郎 （ササキTC)（MAX３５)斎藤　翔太 （Fit）wo 橋本　優孝 （新潟大学）後藤　誠 （Fit）2 新保　雄介

8 塚野　和貴 （てにんちゅ）樋口　巧紀 （五泉市TA）10 伊藤　和真 （五泉高校）小島　魁人 （五泉高校）9 馬場　泰成 （新発田高校）姫路　竜 （新発田高校）11 斎藤　三七夫 （荒川TC）渡辺　富夫 （荒川TC）
江田　哲也15 赤塚　佑真 （新発田高校）小池　諒 （新発田高校）14 田中　淳大沼　寛 （TEAM . E）13 服部　正典 （胎内市TA）斎藤　英助

16 長岡　洋一 （白根TC）
③ 18 A . Cordell （KAZAMA TA）阿部　圭晃 （Thumbs up）17 会田　直樹 （五泉市TA）

（村上市TC）
（白根TC）

12 外川　徹郎 （日本精機TC）長谷川　耕也 （日本精機TC）
松沢　祐 （五泉市TA）

６０斎藤・渡辺６１塚野・樋口

６４会田・松沢６１田中・大沼

６０長部・池野

６３伊藤・内堀

６１外川・長谷川
３１RET武者・田村

６１A . Cordell・阿部
６３服部・斎藤

６２新保・大橋
一般男子ダブルス(２４)

A . Cordell・阿部

７６（５）武者・田村

６４吉川・中山
６４阿部･渡邉

WO伊藤・内堀

６１武者・田村

６３A . Cordell・阿部

６２阿部･渡邉

６４武者・田村

６４
６０横山・廣瀬



シード NO. 選　手　名 （　所　　属）

シード NO. 選　手　名 （　所　　属）

長堀

６２熊江2 熊江　愛 （てにんちゅ）3 山口　綾子 （Ｔ＆Ｓ新発田ITS）
コンソレーション

（Ｔ＆Ｓ新発田ITS）
3 ６２佐藤

６２（てにんちゅ）
一般女子シングルス(４)

６３長堀山口　綾子 （Ｔ＆Ｓ新発田ITS）4 佐藤　納千子 （マリンブルーＴＳ）
① 1 長堀　麻美2 熊江　愛



シード NO. 選　手　名 （　所　　属）

② 24 石橋　裕子 （ファミリーITC）大塲　智子 （ジャンボITS）23 中島　美和子 （加茂ローン）金田　美佐子 （加茂ローン）22 中村　綸 （新津高校）馬場　幸菜 （新津高校）21 佐藤　香代子 （ポーリーズTC）島津　裕子 （T＆S新発田ITS）20 Bye19 斎藤　佳奈 （五泉市TA）熊江　愛 （てにんちゅ）③ 18 山岸　静子 （T＆S新発田ITS）山田　智子 （ヤマダTS）17 福田　琴恵野口　幸子 （ジャンボITS）16 斎藤　利加 （新津高校）松澤　実乃里 （新津高校）15 結城　真理 （マリンブルーTS）古澤　小百合 （Fit）1413 吉田　いずみ （KAZAMA TA）小林　愛子 （KAZAMA TA）Bye
（村松TA）1012 斎藤　紀子 （マリンブルーTS）池田　菜穂 （新潟PCG）11 Bye

2 荒井　桃菜 （新津高校）田中　桃花 （新津高校）

9 渡辺　朱音 （新津高校）長澤　蒼生 （新津高校）

43 石川　和奏 （長岡北部ジュニア）勝見　佳加 （ファミリーITS）本間　薫 （OZテニスクラブ）古寺　芳子 （OZテニスクラブ）

石橋・大塲
６１斎藤・熊江
６３

6 山口　綾子 （T＆S新発田ITS）長堀　麻美 （T＆S新発田ITS）8 Bye④ 7 宮川一二三 （グリーンポケット）阿部　春夏 （ポーリーズ）
渡邉　サト子 （村松TA）加藤　雅枝

一般女子ダブルス(１９)

石橋・大塲

６１眞保・藤野

７５石橋・大塲
吉田・小林

６２

６１山口・長堀
75

5 Bye
① 1 眞保　斎子 （ザ・テニスステージ）藤野　綾子 （ジャンボITS） ６１石川・勝美

６１福田・野口

７６（３）中村・馬場

６１眞保・藤野

眞保・藤野

６３斎藤・池田
６４渡辺・長澤

６０山岸・山田
６２吉田・小林

６４眞保・藤野

６４渡辺・長澤

６１



NO. 本戦NO. 選　手　名 （　所　　属）

NO. 本戦NO. 選　手　名 （　所　　属）

NO. 本戦NO. 選　手　名 （　所　　属）

5 池田　公良 （新発田高校） 61 姫路
67

越10 越　昌宏 （テニス同好会） 617 大塲　拓和 （ジャンボITS）一般男子シングルス(コンソレーション)
60 塚野LL 塚野　和貴 （てにんちゅ） 64塚野12 伊藤　翼 （マリンブルーTS）12345 越23 斎藤　翔太 （Fit） 64斎藤

塚野26 大橋　佑介 （五泉高校）20 伊藤　和真 （五泉高校） 61 塚野LL 会田　直樹 （五泉市TA） 62会田61 624 新保　雄介 （五泉高校） 新保

一般男子ダブルス(コンソレーション)1

8910 60小池
WO小池 60小池16 31 小池　翼 （Fit）

1112131415 2 横山　大佑30 池田　航平 （新潟大学） WO関 WO姫路64江田　哲也 （白根TC）（新潟大学）27 姫路　竜 （新発田高校）関　文哉 （新発田高校）2114

赤塚　佑真小池　諒2 長岡　洋一江田　哲也3 古田嶋　峻大1521 （新発田高校）（新発田高校）（新発田高校） 桐生・島津（新発田高校） 桐生・島津 636 馬場　泰成姫路　竜関　文哉4 桐生　直也島津　敏也5 伊藤　和真小島　魁人23 （県庁TC） 61（T＆S新発田ITS）
（新津高校） 宮川・阿部

桐生・島津10 （五泉高校）（五泉高校） 伊藤・小島9 （新発田高校） 64（新発田高校）一般女子ダブルス(コンソレーション)
長岡・江田16 （白根TC） 63（白根TC）

宮川・阿部15 結城　真理 （マリンブルーTS） 64古澤　小百合 （Fit） 結城・古澤7 宮川一二三 （グリーンポケット） 61阿部　春夏 （ポーリーズ） 宮川・阿部16 斎藤　利加 （新津高校） 61松澤　実乃里 （新津高校） 斎藤・松澤 本間・小寺21 佐藤　香代子 （ポーリーズTC） WO島津　裕子 （T＆S新発田ITS） 本間・小寺10 渡邉　サト子 （村松TA） 76(2)加藤　雅枝 （村松TA）
4 本間　薫 （OZテニスクラブ） 62古寺　芳子 （OZテニスクラブ）

12345678 23 中島　美和子 （加茂ローン） 75金田　美佐子 （加茂ローン）
2 荒井　桃菜 （新津高校）田中　桃花


