
主　　　催 財団法人　日本テニス協会

共　　　催 新潟県　テニス協会

特 別 協 賛 株式会社　三菱ＵＦＪ銀行

協　　　賛 ヨネックス株式会社 株式会社　サンリオ 株式会社　ジャックス

主　　　管 新潟県テニス協会　ジュニア委員会

協　　　力 下越テニス協会 日本女子テニス連盟新潟県支部

後　　　援 新潟県

期　　　日 令和2年　 11月7日（土）・11月8日（日）

会　　　場 T&S新発田インドアテニススクール（室内カーペット4面）

参　加　数 男女各１６名　　（新潟県ポイントランキングより選考）

MUFGジュニアテニストーナメント2021

公式報告書
新潟県テニス協会ジュニア委員会



2020 年 10 月 

ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント‘2021 新潟県予選大会 
 

1. 主  催   財団法人 日本テニス協会 

2. 共  催   新潟県テニス協会 

3. 特別協賛  三菱ＵＦＪ銀行 

4. 協  賛    ヨネックス株式会社    株式会社サンリオ    株式会社ジャックス 

5. 主  管    新潟県テニス協会ジュニア委員会 

6. 協  力    下越テニス協会  日本女子テニス連盟新潟県支部 

7. 後  援    新 潟 県 

8. 日  時    2020 年 11 月 7 日（土） 1,2 回戦、 

        2020 年 11 月 8 日（日） 準決勝、決勝、３～８位決定戦 

9. 会  場    新発田市：T&S 新発田インドアテニススクール 

新潟県新発田市新富町 1 丁目 4-12  0254-26-1717 

10. 参加資格   2005 年 1 月 1 日以降に出生で、新潟県ジュニア委員会に選手登録をしている者。 

11. 選手選考  ジュニアリーグⅣ終了時の新潟県ジュニアポイントランキングの上位者から、男女各 16 名を選考。 

12. 競技方法 

・ トーナメント方式 

・ 1,2R 順位戦：ノーアド・2 タイブレークセット 10 ポイントマッチタイブレーク方式 

・ 準決勝・決勝：ザ･ベスト･オブ･3 タイブレークセット 

・ 審判方法：原則としてセルフジャッジとします。 

・ 服 装：テニスウェアー、テニスシューズを着用のこと。 

・ ルール：ＪＴＡテニスルールブック 2020 及び、「新潟県テニス協会 大会及びドロー作成規定」に

基づく。  

・ 理由により、主催者側の判断で、会場・試合方法を変更あり。 

13. 使 用 球  ヨネックス ＴＭＰ80 （全試合 9/11 ゲーム後ボールチェンジ） 

14. 参 加 費  シングルス１人 6,500 円（当日持参） 

・ 参加料 6,200 円、ワンコイン制度 100 円、システム使用料 200 円 

・ 登録料未納の場合：１人 1,000 円を当日支払うこと。 

15. 申込方法   ジュニア委員会ホームページ ＵＲＬ：http://star-ships.jp/niigata/jr_tennis/ 

選手の選考は 10 月 27 日（火）にホームページで発表します。 

選考された選手は名前をクリックして、参加、辞退の返答をして下さい。 

エントリー受付期間 10 月 27 日～１１月 3 日 

16. 上位大会  優勝者は、ＭＵＦＧジュニアトーナメント‘21 全国大会の出場権を得ます。 

不測の事態により予選が開催出来なかった場合、ランキングによって選考。 

17. 表  彰    優勝、準優勝者にはカップ、3 位まで賞状を授与します。 

18. そ の 他  競技の疾病、障害などの応急処置は主催者側で行いますが、その後の責任は負わない。 

 

お問合せ先    新潟県テニス協会ジュニア委員会事務局 

新潟県新潟市中央区紫竹山６-2-12  マリンブルーテニススクール内 担当：阿部 

電話 025-244-1616  FAX 025-244-1787  Email ntajr@star-ships.jp 

緊急の問合せ以外はメールでお願いします。 



【ジュニア】 2021 MUFGジュニア新潟県予選
BS 16
日付

07 - 08 11 2020
郡市区町村

新発田市, JPN
Website

印刷済: 2020/11/09 17:51:24

Rank 所属団体 Round 1

1 11 JSSジャンボITS  横堀 陽太郎 [1]

2 59 ファミリーITS  前川 翔柊

3 50 T&S新発田ITS  犬井 輝

4 60 上越グリーンITS  野尻 悠斗

5 15 さくらテニスガーデン  山崎 嘉太郎 [3]

6 64 YeLL  佐藤 航瑛

7 35 三条ファミリーTC  渡邊 晴木

8 65 上越グリーンITS  小竹 尚勝

9 43 T&S新発田ITS  佐々木 　弘哉

10 27 YeLL  伊藤 唯

11 26 三条ファミリーTC  馬場 貴大

12 24 上越グリーンITS  水澤 康生 [4]

13 44 三条ファミリーTC  河治 樹

14 63 ファミリーITS  田中 絢翔

15 61 JSSジャンボITS  齋藤 葵平

16 13 T&S新発田ITS  加藤 駿一 [2]

Quarterfinals

 横堀 陽太郎 [1]
 #1: 7-5 6-2 

 犬井 輝
 #2: 6-1 6-2 

 山崎 嘉太郎 [3]
 #3: 6-1 6-2 

 渡邊 晴木
 #4: 6-1 6-1 

 佐々木 　弘哉
 #5: 6-3 7-6(4) 

 水澤 康生 [4]
 #6: 6-4 6-3 

 河治 樹
 #7: 6-2 6-0 

 加藤 駿一 [2]
 #8: 6-3 6-3 

Semifinals

 横堀 陽太郎 [1]
 #9: 6-1 6-2 

 山崎 嘉太郎 [3]
 #10: 6-2 6-1 

 水澤 康生 [4]
 #11: 7-5 6-3 

 加藤 駿一 [2]
 #12: 6-0 6-1 

 犬井 輝順位 5-8

 渡邊 晴木

 佐々木 　弘哉

 河治 樹

Final

 山崎 嘉太郎 [3]
 #15: 6-3 6-1 

 加藤 駿一 [2]
 #16: 6-4 7-5 

 横堀 陽太郎 [1]順位 3-4

 水澤 康生 [4]

 犬井 輝
 #13: 6-3 4-6 [10-7] 

 佐々木 　弘哉
 #14: 6-1 6-4 

 渡邊 晴木順位 7-8

 河治 樹

勝者

 山崎 嘉太郎 [3]
 #20: 6-3 6-7(3) 6-1 

 水澤 康生 [4]
 #19: 7-5 6-7(6) [10-3] 

 犬井 輝
 #18: 6-0 6-2 

 渡邊 晴木
 #17: 6-1 6-3 

# シード選手

1 横堀 陽太郎
2 加藤 駿一
3 山崎 嘉太郎
4 水澤 康生

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



【ジュニア】 2021 MUFGジュニア新潟県予選
GS 16
日付

07 - 08 11 2020
郡市区町村

新発田市, JPN
Website

印刷済: 2020/11/09 17:51:24

Rank 所属団体 Round 1

1 8 YeLL  畑川 ひかり [1]

2 57 ファーストTA  石田 貴恵

3 30 長岡高等学校  大関 優和

4 42 T&S新発田ITS  三吉 未優

5 13 長岡北部Jr  小柴 美波 [3]

6 43 ファーストTA  石田 環

7 32 三条ファミリーTC  渡邉 希颯

8 33 T&S新発田ITS  富樫 七海

9 35 柿崎テニスクラブ  中村 由良

10 18 YeLL  佐々木 理子

11 25 ファーストTA  木村 天音

12 14 新潟第一高等学校  小林 心優 [4]

13 17 長岡市TAジュニア教室  半沢 優羽

14 41 上越グリーンITS  土田 映海

15 46 長岡高等学校  水野 裕理

16 9 T&S新発田ITS  畠 さゆり [2]

Quarterfinals

 畑川 ひかり [1]
 #1: 7-5 6-3 

 三吉 未優
 #2: 7-5 6-3 

 小柴 美波 [3]
 #3: 6-2 6-2 

 富樫 七海
 #4: 6-1 6-2 

 佐々木 理子
 #5: 6-3 6-3 

 木村 天音
 #6: 2-6 6-2 12-10 

 半沢 優羽
 #7: 6-1 7-5 

 畠 さゆり [2]
 #8: 6-0 6-0 

Semifinals

 畑川 ひかり [1]
 #9: 6-3 6-2 

 小柴 美波 [3]
 #10: 4-6 6-2 10-7 

 佐々木 理子
 #11: 6-3 5-7 10-7 

 畠 さゆり [2]
 #12: 6-2 6-7(0) 10-5 

 三吉 未優順位 5-8

 富樫 七海

 木村 天音

 半沢 優羽

Final

 小柴 美波 [3]
 #15: 7-6(2) 6-1 

 畠 さゆり [2]
 #16: 6-1 6-2 

 畑川 ひかり [1]順位 3-4

 佐々木 理子

 富樫 七海
 #13: 6-0 6-0 

 半沢 優羽
 #14: 5-7 6-3 [15-13] 

 三吉 未優順位 7-8

 木村 天音

勝者

 畠 さゆり [2]
 #20: 6-1 1-6 6-4 

 佐々木 理子
 #19: 6-4 6-1 

 富樫 七海
 #18: 6-3 6-0 

 木村 天音
 #17: 6-4 6-2 

# シード選手

1 畑川 ひかり
2 畠 さゆり
3 小柴 美波
4 小林 心優

# 補欠 Replacing  ドロー日時  

 Last Direct Acceptance
 
 ドロー立会い
 
 
 署名

 



期日 令和2年　11月7日（土）8日（日）

会場 T&S新発田インドアテニスクラブ

優勝  山崎 嘉太郎 （  さくらテニスガーデン ） 優勝  畠 さゆり （ T&S新発田ITS ）

 

準優勝  加藤 駿一 （ T&S新発田ITS ） 準優勝  小柴 美波 （ 長岡北部Jr ）

第３位  水澤 康生 （  上越グリーンITS ） 第３位  佐々木 理子 （ YeLL ）

第４位  横堀 陽太郎 （  JSSジャンボITS ） 第４位  畑川 ひかり （ YeLL ）

・本大会の　男子、女子優勝者各１名は下記の全国大会に大会に出場します。

【大会名】 MUFGジュニアテニストーナメント 2021

【会　場】 愛知県名古屋市 東山公園テニスセンター

（男子シングルス） （女子シングルス）

ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント'2020新潟県予選大会結果

■男女入賞者



■女子開会式 ■男子開会式

■決勝 ■閉会式

■女子優勝者 ■男子優勝者

【大会記録写真】


