
期　　日 令和４年９月３日(土)・４(日)　予備日５日(月)

会　　場 男子：上田市丸子テニスコート
女子：上田市古戦場公園テニスコート（３日のみで終了）
予備日：上記各会場

受　　付 8:00～8:20　男女別各会場でチーム代表者(原則として監督)が行う

開 会 式 大会初日９：００開始(各会場)
大会２日目以降は８：５０より選手ミーティングを行い終了後競技開始

監督連絡会 ８：３０より各会場で行う

主　　催 東信高等学校体育連盟、長野県高等学校体育連盟、長野県教育委員会

後　　援 上田市教育委員会

主　　管 東信高等学校体育連盟テニス専門部、長野県高等学校体育連盟テニス専門部

大 会 長 下井　一志(軽井沢高等学校長)

競技役員 トーナメントディレクター　　竹　内　　　弘(佐久平)
レフェリー　　　　　　　　　菊　池　文　明(野沢北)
アシスタントレフェリー　　　正　村　真　一(上田西)
競技委員(総務)　　　　　　　菊　原　健　吾(上　田)　　堀　内　政　幸(染谷丘)　　
　　　　　　　　　　　　　　森　山　　　裕(岩村田)　　永　田　清　顕(野沢北)
　　　　　　　　　　　　　　参加各校顧問

　 　　　　(救護)　　　　　　　佐　野　　　陽(上田東)　　村　山　美耶子(染谷丘)
　　　　　　　　　　　　　　参加各校顧問

補助員 男子：上田(５名)、染谷丘(７名)、上田西(６名)
女子：染谷丘(５名)、野沢北(５名)
※   本部補助員（男子：上田西、上田、染谷丘　　女子：染谷丘、野沢北）
※補助員は各会場に８：００までに集合

県大会 期日　９月１７日(土)・１８日(日)、予備日２０日(火)
会場　松本市浅間温泉庭球公園
出場　男女とも上位４校

諸連絡 本プログラムに記載されていない連絡等は、参加校顧問宛に電子メールで送信する。

令和４年度 長野県高等学校新人体育大会東信大会 テニス競技

大会結果
兼　第４５回全国選抜高校テニス大会 東信地区大会



Ⅰ　競技方法
(1) 組み合わせは、今年度の総体および長野県ジュニアシード基準表などを参考に

決定した。
(2) 男子はリーグ戦およびトーナメント戦、女子はリーグ戦を行う。

試合方法は、１タイブレークセットマッチ(６－６でタイブレーク)とする。
ノーアドバンテージスコアリング方式は採用しない。
リーグ戦は団体戦としての結果にかかわらず全対戦を行う。
トーナメント戦は、勝敗が決定し次第、ポイントで打ち切る。

(3) ダブルス２組(D1・D2)、シングルス３本(S1・S2・S3)でチームを編成する。
(4)  シングルスの実力順位で４名～９名を登録する。

 ダブルスは９人の中から２組を自由につくる。登録順位の和の小さい方の組をD1、
大きい方の組をD2とする。
ただし、和が同一の場合は、登録順位上位の選手のいる組をD1とする。
シングルスは、ダブルスに出場しないどの３人が出場してもよいが、登録順位の
上位の者からS1、S2、S3とする(シングルスとダブルスを兼ねることはできない)。

(5) S1同士、D1同士、S2同士、D2同士、S3同士が対戦する。
団体戦の勝敗の決定方法は次の通りとする。
　A(登録人数)vs.B(登録人数) 勝敗
　（ａ）A(7-9人)vs.B(7-9人)・・・現行通り3勝以上のチームの勝ちとする
　（ｂ）A(7-9人)vs.B(6人)・・・S3はAの不戦勝(1勝)からｽﾀｰﾄ
　（ｃ）A(7-9人)vs.B(4-5人)・・・S3､D2 はAの不戦勝(2勝)からｽﾀｰﾄ
　（ｄ）A(6人)vs.B(6人)・・・3勝以上のチームの勝ちとする。
　　  　2勝2敗の場合は、①取得ｾｯﾄ率、②取得ｹﾞｰﾑ率の順に高い方の勝ちとする
　　　　①②ともに同じ場合はS1勝者の勝ちとする
　（ｅ）A(6人)vs.B(4-5人)・・・D2はAの不戦勝(1勝)からｽﾀｰﾄ
　　　　勝敗の決定方法は（ｄ）と同じ
　（ｆ）A(4-5人)vs.B(4-5人)・・・2勝以上のチームの勝ちとする
大会当日、選手が３名以下のときは失格とし団体戦としての不戦敗とする。
※なお、団体戦にてリタイアした選手またはペアのいるチームが勝ち上がった場合、
　同じ日に次の対戦がある場合には、そのリタイアの主因となった選手(下記参照)
　は出場できない（次の日は出場できる）。
　リタイアの主因となった選手
　　シングルスの場合はその選手、ダブルスの場合はリタイアの主因となった選手

(6) 試合球はウィルソンエクストラデューティーを使用する(専門部で用意)。　
全競技終了後、各校が使用済みボールを持ち帰る。

(7) 試合は、競技日程に従って実施する。

Ⅱ　審　判
(1) トーナメント戦は原則として敗者校が担当する。その他は本部で指示する。
(2) 全試合ともソロチェアアンパイア方式(ＳＣＵ方式)で行う。

Ⅲ　表彰・上位大会
(1) 男女ともベスト４以上に表彰状を与える。表彰式は大会最終日に行う。

上位４チームが県大会への出場権を得る。
(2) 県大会出場を決めた学校は、参加料をまとめ、本部に提出する。

その際、監督・団体戦登録選手の確認を行う。(県大会参加料：一人１０００円)

Ⅳ　その他
(1) ボール代１チーム7000円を、大会初日の受付時に提出すること。
(2) 服装はテニスウェア(Ｔシャツタイプ可)とする。ショーツは膝の隠れないものとする。

その他は最新の服装と用具のコードに従う。
茶髪、ピアスなどの装身具の装用は禁止とし、該当選手の出場停止もありうる。

(3) 登録された監督または選手がベンチコーチに入ることができる。
(4) ボールパーソンは自校のシングルスの試合のとき、一人置くことができる。
(5) ルールについては、原則として最新のＪＴＡテニスルールに従う。

なお、第１ゲーム終了後のチェンジエンドの際のレストは９０秒以内とし、
ベンチコーチによるアドバイスを受けることができる。(ローカルルール)

(6) 大会期間中、公式練習時間ならびに試合前のサーブ練習以外のボールを使用した
練習は一切禁止する。



(7) 各施設の使用上の注意を遵守する。飲食等は所定の場所で行うこと。
ゴミは各自で持ちかえるとともに、施設の美化に努めること。

(8) 前回大会の優勝校(男子：上田西、女子：上田西)は、優勝カップを持参すること。
(9) 選手及び大会関係者は感染症対策を充分に行うこと。

応援については拍手のみとする。また、円陣等についても、適切な距離をとること。
試合中の選手並びにＳＣＵを除き、常時マスクを着用すること。
また、手洗いや手指の消毒を励行すること。
健康チェックシートについては、各校に別途通知する。

(10) 事故防止のため、車の乗降は、駐車場で行うこと(路上での乗降は厳禁)。
(11) 競技のビデオ撮影等は、対戦校の監督及び選手に許可を得てから行うこと。

ＳＮＳ等での公開は禁止する。



【男子選手一覧】

№１ №２ №３ №４ №５

№６ №７ №８ №９

喜　多　　　功② 北　村　洸　樹② 若　林　大　心② 内　堀　純　夢② －－－－－

－－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－

三　石　順　正② 尾　和　正　英② 菊　池　琉　斗② 内　藤　俊　亮② 大　橋　駿　祐②

榎　本　惺　芽② 太　田　鼎　條② 　川　太　智① －－－－－

渡　邊　寛　也② 小野澤　晶　太② 塩　川　漣　哉② 柏　木　喜　翔② 黒　岩　風　太②

小　池　諒　至② 古　越　康　太② －－－－－ －－－－－

宮　下　　　玲② 横　澤　駿　輝① 三　村　隼　世① 潤　賀　駿之介① 上　原　諒　太②

鮫　島　颯　汰① 白　浜　圭　悟① －－－－－ －－－－－

塩　川　智　生① 矢　部　泰　成② 土　屋　勇　利② 橋　本　生　真② 原　田　亮　介②

山　田　煌　希② 川　井　優　希① 今　田　汰　珂① －－－－－

津　金　竜之輔① 銀　川　快　人① 有　井　祥　悟② 名　越　智　紀① 松　崎　暖　大①

－－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－

竹　内　晴　哉② 金　田　拓　海① 春　原　一　輝① 増　田　大　晟① 近　藤　華　門①

－－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－

【女子選手一覧】

№１ №２ №３ №４ №５

№６ №７ №８ №９

峯　村　茉　那② 古　越　梨　紗② 臼　田　愛　深② 山　崎　そ　ら② 今　水　瑠　来①

中　村　優　海① －－－－－ －－－－－ －－－－－

関　口　蒔　琉② 大　浦　奈　緒① 宮　下　優　菜② 石　垣　美　心② 天　野　恵　梨②

猪　熊　　　悠① 岡　村　優　花① 竹　花　俐　泉① 新　海　芽　生①

高見澤　史　帆① 丸　山　真　央② 西　島　菜々美② 山　越　彩　乃② 宮　尾　夏　季②

清　野　みずほ② 小　林　粋　佳① 北　澤　まりな① －－－－－

林　　　莉　菜② 長谷川　　　愛② 井　出　叶　羽② 佐々木　斐　梨① 山　岸　杏　香①

小　山　知　華① 川　井　莉央那① －－－－－ －－－－－

ブロック

Ａ

Ｂ

№ 高校 監督

1 上 田 西 正村　真一

2 佐 久 長 聖 原　一樹

3 野 沢 北 佐々木　史直

4 上 田 菊原　健吾

5 上 田 染 谷 丘 堀内　政幸

6 岩 村 田 森山　裕

7 上 田 東 佐野　陽

№ 高校 監督

1 上 田 染 谷 丘 村山　美耶子

4 岩 村 田 飯島　栄一

2 野 沢 北 菊池　文明

3 上 田 横山　智典



【男子団体戦】 各ブロック３位までが決勝トーナメントに進出する

Ａブロック
№ 勝 敗 取得ゲーム率 順位

1 １ １ ２

2 ２ ０ １

3 ０ ２ ３

Ｂブロック
№ 勝 敗 取得ゲーム率 順位

4 ３ ０ １

5 ２ １ ２

6 １ ２ ３

7 ０ ３ ４

男子決勝トーナメント
トーナメント戦の結果で順位を決定する

上田染谷丘

上田染谷丘 3-2

5-0

上田

3-2

上田西

3-0 上田

3-1

上田西
3-2

５位決定 岩村田

2-2

勝率・取得ゲーム率いずれも同率のため

S1勝者の岩村田が５位決定戦勝者

【女子団体戦】
№ 勝 敗 取得ゲーム率 順位

1 １ ２ ３

2 ２ １ ２

3 ３ ０ １

4 ０ ３ ４

１位

３位

５位

2R2敗者

上田西

1R1敗者

野沢北
1R2敗者

岩村田

Ｂブロック３位

岩村田
Ｂブロック１位

上田

2R1敗者

佐久長聖

Ａブロック３位

野沢北
Ｂブロック２位

上田染谷丘
Ａブロック２位

上田西

上 田 東 ０－４ １－④ ０－３

Ａブロック１位

佐久長聖

上 田 染 谷 丘 ２－３ ④－１ ④－１

岩 村 田 ０－４ １－４ ③－０

学校名 上田 上田染谷丘 岩村田 上田東

上 田 ③－２ ④－０ ④－０

佐 久 長 聖 ③－２ ⑤－０

野 沢 北 １－３ ０－５

学校名 上田西 佐久長聖 野沢北

上 田 西 ２－３ ③－１

岩 村 田 １－４ １－４ １－４

上 田 ③－２ ③－２ ④－１

野 沢 北 ③－２ ２－３ ④－１

上 田 染 谷 丘 ２－３ ２－３ ④－１

学校名 上田染谷丘 野沢北 上田 岩村田



上田市丸子テニスコート
A 2 佐久長聖 3-2 上田西 1 A 3 上田西 3-1 野沢北 4 A 5 佐久長聖 5-0 野沢北 6
S1 06 S1 60 S1 61

S2 46 S2 63 S2 63

S3 60 S3 S3 60

B 7 上田 3-2 上田染谷丘 8 B 9 岩村田 3-0 上田東 10 B 11 上田 4-0 岩村田 12
S1 64 S1 61 S1 62

S2 61 S2 62 S2 62

S3 06 S3 S3

B 13 上田染谷丘 4-1 上田東 14 B 15 上田 4-0 上田東 16 B 17 上田染谷丘 4-1 岩村田 18
S1 46 S1 61 S1 62

S2 61 S2 60 S2 62

S3 60 S3 S3 60

上田市丸子テニスコート
1R1 20 上田染谷丘 5-0 野沢北 19 1R2 21 上田西 3-0 岩村田 22
S1 61 S1 61

S2 60 S2 61

S3 60 S3

2R1 24 上田染谷丘 3-2 佐久長聖 23 2R2 26 上田 3-1 上田西 25
S1 64 S1 36

S2 61 S2 60

S3 06 S3

令和４年度　長野県高等学校新人体育大会東信大会　テニス競技　結果詳細

男子予選リーグ(９月３日(土)実施)

男子決勝トーナメント及び順位決定戦(９月４日(日)実施)

榎　本　惺　芽②

菊　池　琉　斗② 小野澤　晶　太②

D2
大　橋　駿　祐②

62
黒　岩　風　太②

太　田　鼎　條② 小　池　諒　至②

三　石　順　正② 渡　邊　寛　也②

D1
内　藤　俊　亮②

61
塩　川　漣　哉②

　川　太　智① 柏　木　喜　翔②

太　田　鼎　條②
菊　池　琉　斗②

D2
大　橋　駿　祐②

三　石　順　正②

D1
内　藤　俊　亮②
　川　太　智①

76(7)

尾　和　正　英②

60

喜　多　　　功②
若　林　大　心②
内　堀　純　夢②
北　村　洸　樹②

津　金　竜之輔① 竹　内　晴　哉②

D1
有　井　祥　悟②

64
春　原　一　輝①

名　越　智　紀① 近　藤　華　門①
銀　川　快　人① 増　田　大　晟①

D2

土　屋　勇　利② 竹　内　晴　哉②

D1
矢　部　泰　成②

60
増　田　大　晟①

山　田　煌　希② 近　藤　華　門①

原　田　亮　介②

橋　本　生　真② 春　原　一　輝①

D2
塩　川　智　生①

60
今　田　汰　珂①

塩　川　智　生① 津　金　竜之輔①

D1
原　田　亮　介②

46
有　井　祥　悟②

山　田　煌　希② 名　越　智　紀①

土　屋　勇　利②

矢　部　泰　成② 銀　川　快　人①

D2
橋　本　生　真②

60
今　田　汰　珂①

喜　多　　　功② 津　金　竜之輔①

D1
若　林　大　心②

61
有　井　祥　悟②

内　堀　純　夢② 名　越　智　紀①
北　村　洸　樹② 銀　川　快　人①

D2

宮　下　　　玲② 喜　多　　　功②

D1
三　村　隼　世①

67(7)
北　村　洸　樹②

潤　賀　駿之介① 若　林　大　心②
横　澤　駿　輝① 内　堀　純　夢②

D2
上　原　諒　太②

60
白　浜　圭　悟①

喜　多　　　功② 渡　邊　寛　也②

D1
若　林　大　心②

60
塩　川　漣　哉②

内　堀　純　夢② 柏　木　喜　翔②
北　村　洸　樹② 小野澤　晶　太②

D2 06
黒　岩　風　太②
小　池　諒　至②

宮　下　　　玲② 塩　川　智　生①

D1
潤　賀　駿之介①

64
土　屋　勇　利②

上　原　諒　太② 橋　本　生　真②

山　田　煌　希②

横　澤　駿　輝① 矢　部　泰　成②

D2
三　村　隼　世①

26
原　田　亮　介②

白　浜　圭　悟① 今　田　汰　珂①

宮　下　　　玲② 津　金　竜之輔①

D1
潤　賀　駿之介①

61
有　井　祥　悟②

上　原　諒　太② 名　越　智　紀①
横　澤　駿　輝① 銀　川　快　人①

D2
三　村　隼　世①

60
白　浜　圭　悟①

宮　下　　　玲② 竹　内　晴　哉②

D1
潤　賀　駿之介①

60
春　原　一　輝①

上　原　諒　太② 近　藤　華　門①
横　澤　駿　輝① 増　田　大　晟①

D2
三　村　隼　世①

60
白　浜　圭　悟①

塩　川　智　生① 渡　邊　寛　也②

D1
土　屋　勇　利②

61
塩　川　漣　哉②

橋　本　生　真② 柏　木　喜　翔②

山　田　煌　希②

矢　部　泰　成② 小野澤　晶　太②

D2
原　田　亮　介②

60
黒　岩　風　太②

今　田　汰　珂① 小　池　諒　至②

塩　川　智　生① 三　石　順　正②

D1
土　屋　勇　利②

57
尾　和　正　英②

橋　本　生　真② 内　藤　俊　亮②

山　田　煌　希② 　川　太　智①

矢　部　泰　成② 榎　本　惺　芽②

D2
原　田　亮　介②

63
菊　池　琉　斗②

今　田　汰　珂① 大　橋　駿　祐②



決勝 27 上田 3-2 上田染谷丘 28 3決 29 上田西 3-2 佐久長聖 30 5決 32 岩村田 2-2 野沢北 31
S1 26 S1 62 S1 60

S2 62 S2 75 S2 61

S3 06 S3 06 S3
取得ゲーム率同率によりS1勝者の岩村田の勝利

上田市古戦場公園テニスコート
① 33 野沢北 4-1 岩村田 34 ② 36 上田 3-2 上田染谷丘 35 ③ 38 上田 3-2 野沢北 37
S1 63 S1 62 S1 64

S2 60 S2 36 S2 06

S3 60 S3 60 S3 62

④ 39 上田染谷丘 4-1 岩村田 40 ⑤ 42 野沢北 3-2 上田染谷丘 41 ⑥ 43 上田 4-1 岩村田 44
S1 60 S1 16 S1 61

S2 61 S2 61 S2 75

S3 06 S3 60 S3 61

女子リーグ戦(９月３日(土)実施)

喜　多　　　功② 三　石　順　正②

D1
若　林　大　心②

64
尾　和　正　英②

内　堀　純　夢② 内　藤　俊　亮②

太　田　鼎　條②

北　村　洸　樹② 菊　池　琉　斗②

D2 06
大　橋　駿　祐②
榎　本　惺　芽②

関　口　蒔　琉② 林　　　莉　菜②

D1
石　垣　美　心②

16
長谷川　　　愛②

岡　村　優　花① 井　出　叶　羽②

宮　下　優　菜② 小　山　知　華①

大　浦　奈　緒① 佐々木　斐　梨①

D2
天　野　恵　梨②

60
山　岸　杏　香①

猪　熊　　　悠① 川　井　莉央那①

高見澤　史　帆① 関　口　蒔　琉②

D1
山　越　彩　乃②

63
石　垣　美　心②

宮　尾　夏　季② 岡　村　優　花①

西　島　菜々美② 宮　下　優　菜②

丸　山　真　央② 大　浦　奈　緒①

D2
清　野　みずほ②

16
天　野　恵　梨②

小　林　粋　佳① 猪　熊　　　悠①

関　口　蒔　琉② 峯　村　茉　那②

D1
宮　下　優　菜②

63
臼　田　愛　深②

石　垣　美　心② 今　水　瑠　来①

竹　花　俐　泉①

大　浦　奈　緒① 古　越　梨　紗②

D2
天　野　恵　梨②

16
山　崎　そ　ら②

猪　熊　　　悠① 中　村　優　海①

三　村　隼　世① 塩　川　智　生①

D1
横　澤　駿　輝①

61
矢　部　泰　成②

上　原　諒　太② 原　田　亮　介②

今　田　汰　珂①

潤　賀　駿之介① 山　田　煌　希②

D2
宮　下　　　玲②

63
土　屋　勇　利②

白　浜　圭　悟① 橋　本　生　真②

津　金　竜之輔① 塩　川　漣　哉②

D1
有　井　祥　悟②

16
渡　邊　寛　也②

名　越　智　紀① 小野澤　晶　太②
銀　川　快　人① 柏　木　喜　翔②

D2 06
黒　岩　風　太②
小　池　諒　至②

高見澤　史　帆① 峯　村　茉　那②

D1
丸　山　真　央②

63
臼　田　愛　深②

山　越　彩　乃② 山　崎　そ　ら②

小　林　粋　佳①

西　島　菜々美② 古　越　梨　紗②

D2
宮　尾　夏　季②

26
今　水　瑠　来①

清　野　みずほ② 中　村　優　海①

峯　村　茉　那② 林　　　莉　菜②

D1
臼　田　愛　深②

61
井　出　叶　羽②

山　崎　そ　ら② 山　岸　杏　香①

佐々木　斐　梨①

古　越　梨　紗② 長谷川　　　愛②

D2
今　水　瑠　来①

61
小　山　知　華①

中　村　優　海① 川　井　莉央那①

高見澤　史　帆① 林　　　莉　菜②

D1
山　越　彩　乃②

6(5)7
井　出　叶　羽②

宮　尾　夏　季② 山　岸　杏　香①

西　島　菜々美② 佐々木　斐　梨①

丸　山　真　央② 長谷川　　　愛②

D2
清　野　みずほ②

61
小　山　知　華①

小　林　粋　佳① 川　井　莉央那①


