
 

【結果】２０２０新潟市⼩中学⽣テニス⼤会 
 

 

1.  主  催  新潟市テニス協会 

2.  主  管  新潟市テニス協会ジュニア委員会 

3.  協  ⼒  ⽇本⼥⼦テニス連盟新潟県⽀部 

4.  協  賛  ブリヂストンスポーツ株式会社 

5.  ⽇  程  令和２年 10 ⽉３⽇（⼟）  予備⽇なし  

6.  会  場  新潟市庭球場[テニスガーデンにいがた]砂⼊り⼈⼯芝コート 

          ℡. 025-276-8900（会場への問い合わせをしないで下さい） 

 

      （当⽇スケジュール） 

      ８：００        開 場 

      ８：１０ 〜 ８：２５ ⼩学⽣男⼦、中学⽣⼥⼦ 公式練習 

      ８：２５ 〜 ８：４０ ⼩学⽣⼥⼦、中学⽣男⼦ 公式練習 

      ８：５０        選⼿ミーティング 

      ９：１０        試合開始 

 

7.  種  ⽬  中学⽣/⼩学⽣ 男⼦・⼥⼦シングルス 

8.  試合規定  ・全試合 1 タイブレークセットマッチ（ノーアドバンテージ） 

             ・テニスウェアー着⽤ ・エンドチェンジ 60 秒 

9.   注意事項  ・画像撮影は関係者のみ許可 ・フェアプレーを⼼がける事 

 

（ 競技役員 ） 

 

トーナメントディレクター  阿部 丈晴 

トーナメントレフリー    江川三枝⼦ 

本部役員          ⼾川良⼦、藤井⽂⼦ 

ロービングアンパイア    相⽥久美⼦、⾵間智恵⼦、佐藤 都⼦、野村 朋⼦ 

渡辺 芳枝、本間 和枝 



2020新潟市⼩中学⽣テニス⼤会
令和2年10月3⽇（⼟） 新潟市庭球場

⼩学⽣男子シングルス

優勝 ⽩井 佑樹 JSSジャンボITS
準優勝 中静 禎 JSSジャンボITS
第三位 岩崎 優樹 マリンブルーTS
第四位 山賀 順敬 マリンブルーTS

⼩学⽣女子シングルス

優勝 渡邉 ⼼葉 YeLL
準優勝 ⼩⽊ ⿇央 ファミリーITS
第三位 ⿃羽 彩巴 ファミリーITS
第四位 五十嵐 　凛 ファミリーITS

中学⽣男子シングルス

優勝 宮原 悠 ファミリーITS
準優勝 瀬戸 敬太 ファミリーITS
第三位 佐藤 航瑛 YeLL
第四位 池⽥ 叡⽣ YeLL

中学⽣女子シングルス

優勝 成海 世季 JSSジャンボITS



【ジュニア】2020新潟市小中学生テニス大会
小学生男子

日付

03 10 2020
郡市区町村

JPN
Website

印刷済: 2020/10/03 16:12:05
所属団体 Round 1

1 マリンブルーTS  山賀 順敬 [1]

2  Bye 1

3 テックアップ  吉井 直人

4 ファミリーITS  田畑 龍成

5 マリンブルーTS  風間 海斗

6 ファミリーITS  米山 未来登

7 ササキTC  田中 祐樹

8 JSSジャンボITS  髙橋 碧生 [8]

9 ファミリーITS  小出 諒人 [4]

10 マリンブルーTS  水上 凪翔

11 JSSジャンボITS  中村 隆佑

12 ササキTC  青木 渚

13 ファミリーITS  庄司 直央

14 マリンブルーTS  原 建登

15 ササキTC  田中 俊輔

16 JSSジャンボITS  白井 佑樹 [5]

17 マリンブルーTS  中原 冬真 [7]

18 ササキTC  相澤 颯

19 JSSジャンボITS  長澤 祐二朗

20 ファミリーITS  阿部 耕大

21 マリンブルーTS  渡辺 拓海

22 ファミリーITS  高田 凌太朗

23 マリンブルーTS  永井 洋輔

24 JSSジャンボITS  中静 禎 [3]

25 JSSジャンボITS  永楽 亮介 [6]

26 ファミリーITS  松本 悠希

27 ファミリーITS  小木 健太朗

28 マリンブルーTS  中枝 武理

29 ササキTC  古泉 稜太朗

30 JSSジャンボITS  藤 誠太

31 ファミリーITS  菅原 空

32 マリンブルーTS  岩崎 優樹 [2]

Round 2

 山賀 順敬 [1]
 #1: 

 田畑 龍成
 #2: 6-1 

 米山 未来登
 #3: 6-1 

 髙橋 碧生 [8]
 #4: 6-0 

 小出 諒人 [4]
 #5: 6-0 

 中村 隆佑
 #6: 6-4 

 庄司 直央
 #7: 6-1 

 白井 佑樹 [5]
 #8: 6-0 

 中原 冬真 [7]
 #9: 6-0 

 長澤 祐二朗
 #10: 6-4 

 高田 凌太朗
 #11: 6-0 

 中静 禎 [3]
 #12: 6-0 

 永楽 亮介 [6]
 #13: 6-1 

 小木 健太朗
 #14: 6-1 

 藤 誠太
 #15: 6-4 

 岩崎 優樹 [2]
 #16: 6-3 

Quarterfinals

 山賀 順敬 [1]
 #17: 6-1 

 米山 未来登
 #18: 6-1 

 小出 諒人 [4]
 #19: 6-0 

 白井 佑樹 [5]
 #20: 6-1 

 長澤 祐二朗
 #21: 6-1 

 中静 禎 [3]
 #22: 6-0 

 小木 健太朗
 #23: 7-6(4) 

 岩崎 優樹 [2]
 #24: 6-0 

Semifinals

 山賀 順敬 [1]
 #25: 6-0 

 白井 佑樹 [5]
 #26: 6-2 

 中静 禎 [3]
 #27: 6-0 

 岩崎 優樹 [2]
 #28: 6-4 

 山賀 順敬 [1]順位 3-4

 岩崎 優樹 [2]

Final

 白井 佑樹 [5]
 #29: 6-4 

 中静 禎 [3]
 #30: 6-4 

 岩崎 優樹 [2]
 #31: 6-4 

 白井 佑樹 [5]
 #32: 6-3 



【ジュニア】2020新潟市小中学生テニス大会
小学生女子

日付

03 10 2020
郡市区町村

JPN
Website

印刷済: 2020/10/03 16:12:05
所属団体 Round 1

1 YeLL  渡邉 心葉 [1]

2  Bye 1

3 ファミリーITS  阿部 くるみ

4 JSSジャンボITS  丹下 彩佳

5 ファミリーITS  五十嵐 　凛 [3]

6  Bye 3

7 ファミリーITS  金子 りりあ

8 ファミリーITS  小原 里桜

9 YeLL  岩岬 杏奈

10 ファミリーITS  鳥羽 彩巴

11  Bye 4

12 JSSジャンボITS  永楽 珠莉 [4]

13 JSSジャンボITS  大平 絢音

14 ファミリーITS  小木 麻央

15  Bye 2

16 ファミリーITS  谷口 奏音 [2]

Quarterfinals

 渡邉 心葉 [1]
 #1: 

 丹下 彩佳
 #2: 6-0 

 五十嵐 　凛 [3]
 #3: 

 金子 りりあ
 #4: 6-0 

 鳥羽 彩巴
 #5: 6-1 

 永楽 珠莉 [4]
 #6: 

 小木 麻央
 #7: 6-0 

 谷口 奏音 [2]
 #8: 

Semifinals

 渡邉 心葉 [1]
 #9: 6-0 

 五十嵐 　凛 [3]
 #10: 6-4 

 鳥羽 彩巴
 #11: 6-2 

 小木 麻央
 #12: w.o.

Final

 渡邉 心葉 [1]
 #13: 6-3 

 小木 麻央
 #14: 6-3 

 五十嵐 　凛 [3]順位 3-4

 鳥羽 彩巴

勝者

 渡邉 心葉 [1]
 #16: 6-1 

 鳥羽 彩巴
 #15: 6-4 



【ジュニア】2020新潟市小中学生テニス大会
中学生男子

日付

03 10 2020
郡市区町村

JPN
Website

印刷済: 2020/10/03 16:12:05
所属団体 Round 1

1 YeLL  佐藤 航瑛 [1]

2  Bye 1

3 マリンブルーTS  新保 利樹

4 ファミリーITS  熊倉 啓太

5  Bye 9

6 JSSジャンボITS  長谷川 　生海

7  Bye 7

8 ファミリーITS  渡邊 常成

9 YeLL  髙尾 尚義 [4]

10  Bye 3

11 ファミリーITS  大江 隼平

12  Bye 13

13  Bye 12

14 ササキTC  上村 陽人

15  Bye 5

16 ファミリーITS  瀬戸 敬太 [6]

17 マリンブルーTS  茂木 瞬 [5]

18  Bye 6

19 ファミリーITS  三村 忠寛

20  Bye 11

21 石山中学校  宮竹 弘大

22 ファミリーITS  鈴木 壮太

23  Bye 4

24 YeLL  池田 叡生 [3]

25 JSSジャンボITS  田中 八雲

26  Bye 8

27 ファミリーITS  谷口 景虎

28  Bye 10

29 ササキTC  島田 康平

30 石山中学校  相澤 恭

31  Bye 2

32 ファミリーITS  宮原 悠 [2]

Round 2

 佐藤 航瑛 [1]
 #1: 

 熊倉 啓太
 #2: 7-5 

 長谷川 　生海
 #3: 

 渡邊 常成
 #4: 

 髙尾 尚義 [4]
 #5: 

 大江 隼平
 #6: 

 上村 陽人
 #7: 

 瀬戸 敬太 [6]
 #8: 

 茂木 瞬 [5]
 #9: 

 三村 忠寛
 #10: 

 鈴木 壮太
 #11: 6-0 

 池田 叡生 [3]
 #12: 

 田中 八雲
 #13: 

 谷口 景虎
 #14: 

 島田 康平
 #15: 6-0 

 宮原 悠 [2]
 #16: 

Quarterfinals

 佐藤 航瑛 [1]
 #17: 6-0 

 長谷川 　生海
 #18: 6-2 

 髙尾 尚義 [4]
 #19: 6-0 

 瀬戸 敬太 [6]
 #20: 6-1 

 三村 忠寛
 #21: 6-2 

 池田 叡生 [3]
 #22: 6-0 

 田中 八雲
 #23: 6-2 

 宮原 悠 [2]
 #24: 6-0 

Semifinals

 佐藤 航瑛 [1]
 #25: 6-0 

 瀬戸 敬太 [6]
 #26: 6-3 

 池田 叡生 [3]
 #27: 6-2 

 宮原 悠 [2]
 #28: 6-0 

 佐藤 航瑛 [1]順位 3-4

 池田 叡生 [3]

Final

 瀬戸 敬太 [6]
 #29: 6-4 

 宮原 悠 [2]
 #30: 6-4 

 佐藤 航瑛 [1]
 #31: 7-6(5) 

 宮原 悠 [2]
 #32: 6-4 



 【ジュニア】2020新潟市小中学生テニス大会
 中学生女子

土 2020/10/03 16:11 
jta.tournamentsoftware.com Tennis Tournament Planner 新潟県

JSSジャンボITS 成海 世季 #2: 6-2 #3: 6-0 1

JSSジャンボITS 嘉成 優亜 #2: 2-6 #1: 6-2 2

マリンブルーTS 上田 夏萌 #3: 0-6 #1: 2-6 3

勝敗表 Pl. Pts セット数 ゲーム
成海 世季 2 2 2 - 0 12 - 21 

嘉成 優亜 2 1 1 - 1 8 - 82 

上田 夏萌 2 0 0 - 2 2 - 123 

所属団体 1 2 3


