
平成３０年度 新潟県テニス選手権大会 兼  

東日本テニス選手権大会新潟県予選（一般・シングルスの部） 

主 催 新潟県テニス協会 

主 管 新潟市テニス協会 

協 賛 株式会社  ダンロップスポーツマーケティング 

期 日 〔第１日目〕  平成３０年６月９日（土）   〔第２日目〕  ３０年６月１０日（日）   〔予備日〕  ３０年６月１１日(月)  

会 場 新潟市庭球場   新潟市東区江口１１４－１ 

使 用 球 ダンロップフォート 

参 加 料 本大会は、ワンコイン制度の対象大会です。 

参加にあたり参加料とは別途、各種目ワンコイン制度１００円を負担願います。 

予選・本戦 ５，１００円（参加料５，０００円＋ワンコイン制度１００円）（当日徴収） 

報奨金 優勝：￥20,000 準優勝：￥10,000  ３位：￥5,000 

競技日程 

種   目 〔第１日目〕 トーナメント方式 〔第２日目〕 トーナメント方式 

一般男子 １回戦～準々決勝 ８ゲームプロセット 準決勝～決勝・３位決定戦 ３タイブレークセット（12 ポイントタイブレーク） 

一般女子 － － １回戦～決勝・３位決定戦 ３タイブレークセット（12 ポイントタイブレーク） 

競 技方法   審判はセルフジャッジ（原則） 

  ３セットマッチでのボールチェンジは受付時にボールを１缶(４個入り)受け取ってください。 

ファイナルセットに入った場合は本部より試合球（２球）を受け取って下さい。 

  全試合デュース有 

  試合前のウォーミングアップは３分以内とします。（時間厳守） 

  試合進行は本部掲示のオーダーオブプレーに従ってください 

  ボールは全試合ニューボールを使用し、ドロー番号の小さい選手が本部にてボールを受け取って下さい。 

  試合での服装は、テニスウエアを着用して下さい。 

  スコアカードは、ドロー番号が小さい選手が赤色を使用してください。 

  結果は勝者が本部にて報告して下さい。（使用球は全て返却してください。） 

  天候、その他不測の事態が生じた場合は、主催者の判断で試合方法などを変更することがあります。 

  ルールは日本テニス協会のテニス規則に準じて行います。 

  試合中の負傷・事故について応急手当は行いますが、その後の責任は負いません。 

  ＜シード順＞第２０週JOP ポイント→NOP ポイントの順で順位を決定しています。 

問 合 せ ［大会開催前日まで］ 新潟市テニス協会 tel.025-250-0566（平日9：00～16：00） fax.025-250-5737 

［大会当日］ 法龍院 充 携帯 080-4478-2269（開催有無の問合せはお受けできません。） 
メール yixbxin4@i.softbank.jp 

そ の 他 小雨決行ですが、悪天候における中止の有無は、現地にて各自ご確認ください。協会への電話での問合せはお受けできません。 

本大会で写真撮影する場合は、予め本部にて許可を得てください。 

大 会役員 会長 米山  勉 

副会長 法龍院 充     石原 法男      森 春夫      田中 義雄      藤木 秀成 

ディレクター 法龍院 充 

〔１日目〕 

アシスタントディレクター レフェリー 午前主管 ８：３０集合 午後主管 １３：００集合 

法龍院 充 今井 清雄 
Ｒｅ. （佐々木ひろみ・古山優子） 

Ｇ・Ｂ（本間・高橋） 
YeLL（佐々木ひろみ・古山優子） 

〔２日目〕 

アシスタントディレクター レフェリー 午前主管 ８：３０集合 午後主管 １３：００集合 

法龍院 充 今井 清雄 
秋葉区テニス協会（渡邊則男・道見龍三） 

ゴーゴーズ  （丸山恵・岩渕英理） 
ゴーゴーズ（渡辺信夫・丸山茂） 

 

■駐車場においての事故、盗難につきましては責任を負いませんのでご注意下さい。 

■会場内での貴重品等は自己管理でお願い致します。 

結　果

mailto:yixbxin4@i.softbank.jp


平成30年新潟県テニス選手権兼東日本テニス選手権県予選会

男子シングルス

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com
選手登録番

号 St. Rank 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
     

1 M50506  258 (専修大学 ふるさと登録 ) 中村 公宣 [1]  
     中村 公宣 [1]

2     Bye 1   
      中村 公宣 [1]

3    (てにんちゅ ) 河内 裕太  8-1
     河内 裕太  

4    (長岡技科大 ) 新井 亮汰 8-0  
      勝島 陽希

5 M51492  484 (専修大学 ふるさと登録 ) 佐藤 宇浩 [3]  6-4 0-6 6-1
     佐藤 宇浩 [3]  

6    (長岡北部ジュニア ) 半沢 隼jr 8-3  
      勝島 陽希

7 M52173   (東海大学 ふるさと登録 ) 勝島 陽希  8-4
     勝島 陽希  

8    (YeLL ) 佐々木 康大jr 8-2  
      田中 瑛士 [2]

9    (ファミリーITC ) 臼田 功太jr  6-4 6-7(4) 7-6(10)
     臼田 功太jr  

10    (長岡北部ジュニア ) 土田 達也 8-5  
      臼田 功太jr

11    (長岡技科大 ) 佐原 諄一  8-3
     佐原 諄一  

12 M21446  635 (ヨネックスクラブ ) 星野 稔 [4] 8-2  
      田中 瑛士 [2]

13    (東京国際大学 ふるさと登録 ) 阿部 祥太  6-1 6-3
     阿部 祥太  

14 M53286  959 (長岡技科大 ) 宇良 宗一郎 8-2  
      田中 瑛士 [2]

15    (ファミリーITC ) 斎藤 翔太jr  8-1
     田中 瑛士 [2]  

16 M52269  449 (明治大学 ふるさと登録 ) 田中 瑛士 [2] 8-2
     

3位決定戦
     
M50506  258 (専修大学 ふるさと登録 ) 中村 公宣 [1] 中村 公宣 [1]
     6-0  6-0
   (ファミリーITC ) 臼田 功太jr



平成30年新潟県テニス選手権兼東日本テニス選手権県予選会

女子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番

号 St. Rank 所属団体 Semifinals Final 勝者

     
1 F50224  214 (日本体育大学 ふるさと登録 ) 小田 爽佳 [1]  

     小田 爽佳 [1]
2    (マリンブルーTS ) 渡邉 菜央jr 6-2 6-2  

      小田 爽佳 [1]
3    (長岡北部ジュニア ) 石川 和奏jr  3-6 7-5 6-2

     長束 実紀 [2]  
4 F11356  240 (Fテニス ふるさと登録 ) 長束 実紀 [2] 6-3 6-0

     
3位決定戦

     
   (マリンブルーTS ) 渡邉 菜央jr 石川 和奏jr

   6-3 4-6 6-2
   (長岡北部ジュニア ) 石川 和奏jr


