
【大会結果】

（１日目）

（２日目）

数

(15) 1～2R戦

(17) 1～3R戦

(4) ―

(3) ―

(4) ―

(4) ―

アドバンテージ方式

ウオームアップ　３分間

ドローは２０２０年９月２４日現在のＮＯＰに過去の実績を考慮して作成。

試合は発表のオーダー・オブ・プレーにより行います。

天候不順等により試合内容を変更する事があります。

試合中の怪我に付いては応急手当は行いますが、以後の責任は負いません。

雨天等による試合開始の有無は、午前８時以降に本部で判断します。

優勝（賞状・盾）

準優勝（８ドロー以上　賞状・盾　　以下の場合賞状）

１組　５，１００円　(ジュニア　３，６００円)　(ワンコイン含む)　

1 1 ～

2 17 ～

中越地区テニス協会問合わせ先　

２日目

プラクテイスコート
１日目（３日）8：00～8：55

２日目（４日）9：00～9：25

　石原法男　090-4536-0090

全種目　9：20

試合形式

注意事項

審　　判 セルフジャッジ

試 合 球 ヨネックスマッスルパワートーナメント TMP80
ラッキールーザー 今年は採用しません。

６０歳以上女子 準決勝・決勝 ３タイブレークセットマッチ

―

―

６０歳以上男子 ラウンドロビン ３セットﾌｧｲﾅﾙﾏｯﾁﾀｲﾌﾞﾚｰｸ―

５０歳以上女子 準決勝・決勝 ３タイブレークセットマッチ

３５歳以上男子 ― 準決勝・決勝 ３タイブレークセットマッチ

全選手　９：２０

受付時刻に遅れた場合は欠場とします。

日　　程

一般男子 ３ｾｯﾄﾌｧｲﾅﾙﾏｯﾁﾀｲﾌﾞﾚｰｸ 準決勝・決勝 ３タイブレークセットマッチ

一般女子 ３ｾｯﾄﾌｧｲﾅﾙﾏｯﾁﾀｲﾌﾞﾚｰｸ 準決勝・決勝 ３タイブレークセットマッチ

種　　目 1日目試合開始  ９：００ ２日目試合開始  ９：３０

１０月４日(日）

２０２０年度　新潟県テニス選手権（ダブルスの部）

期　　日 ２０２０年１０月３日（土）～４日（日）

会　　場 長岡市希望が丘テニス場（砂入り人工芝８面）tel(0258)29-1489

受付時刻 １０月３日(土） 下記の受付時間

受付締切　時刻 試合ＮＯ．

表　　彰

受付時間　（ＮＯ，は試合ＮＯ．です）

１日目

参 加 料

３位（１６ドロー以上　賞状・盾、８ドロー以上　賞状、７ドロー以下の場合無）

8:50 16

9:40



　成　績
柴田　優貴 YeLL

森田　健斗 新潟大学

渡邉健太郎 Thumbs up

涌井　裕貴 Thumbs up

桑原　　匠 YeLL

二宮　大輝 YeLL

壹岐　駿介 ヨネックス㈱

棚橋　航平 蒼柴SCTA

山岸小百合 ヨネックス㈱

田中　泰子 三条ﾌｧﾐﾘｰTC

福田江梨子 ジャンボITS

阿部　愛子 スポーツガーデン新潟

中村　尚美 テニス同好会

荒井　　睦 YeLL

玉田　　樹 ヨネックス㈱

横山由紀江 ヨネックスC

五十嵐重智 ササキTC

坂口　吉彦 マリンブルーTS

堀川　　潤 テックアップクラブ

坪井健太郎 テックアップクラブ

松川　正則 岡友

和田　修一 岡友

高橋　正周 エルレッセTC

谷　　隆行 ファミリーITC

林　ひろ子 fit

早福寿美子 Treasure-Box

小畑夏奈子 婦人テニス

田中由美子 テニスステーション新潟

佐藤　明美 fit

山岸　静子 fit

小柳　洋子 ササキTC

桜井士生子 ササキTC

２０２０年度　新潟県テニス選手権（ダブルスの部）　結果

優勝

3位

3位

準優勝

一般男子ダブルス

６０歳以上女子ダブルス 優勝

６０歳以上男子ダブルス 優勝

一般女子ダブルス 優勝

３５歳以上男子ダブルス 優勝

準優勝

５０歳以上女子ダブルス 優勝

準優勝

準優勝

準優勝

3位

3位

準優勝



２０２０度　新潟県テニス選手権（ダブルスの部）
２０２０年１０月３日、４日（長岡市希望が丘テニス場・砂入り人工芝8面）

№ シード Jr 選手名 （　所　属　） 2Ｒ ＳＦ Ｆ Winner

桑原　　匠 YeLL
二宮　大輝 YeLL 桑原・二宮

桑原・二宮
渡辺健太郎 ササキTC 62.64
山口　太久 てにんちゅ 佐藤・阿部
佐藤　千央 北部ジュニア 60.61
阿部　祥太 東京国際大学 柴田・森田
柴田　優貴 YeLL 64.64
森田　健斗 新潟大学 柴田・森田
岩崎　　亮 ヨネックス㈱ 62.62
吉川　優太 ヨネックス㈱ 柴田・森田
小川　拓海 十日町TA 62.60
熊谷　　丈 湯沢TA 小川・熊谷
宮野　春輝 遊TC 75.26.10-6
安原　寛貴 ASAP 柴田・森田
壹岐　駿介 ヨネックス㈱ 62.61
棚橋　航平 蒼柴SCTA 壹岐・棚橋
渡辺　　峻 YeLL 36.75.13-11
水野　凌太 T&S新発田ITS 壹岐・棚橋
外川　徹郎 日本精機TC 63.64
石戸　　裕 BIG MOUTH 田中・目黒
田中　慎也 ヨネックス㈱ 62.63
目黒　周平 遊TC 渡邉・涌井
今井　翔平 ASAP 64.60
佐藤　貴史 北部ジュニア 中山・尾身
中山　　慶 cresc. WO
尾身　康廣 cresc. 渡邉・涌井
吹上　新悟 新潟大学 62.61
樋口　功紀 YeLL 渡邉・涌井
渡邉健太郎 Thumbs up 60.57.12-10
涌井　裕貴 Thumbs up

№ シード Jr 選手名 （　所　属　） 1Ｒ 2Ｒ 3Ｒ ＳＦ Ｆ Winner

品田　啓子 マリンブルーTS
眞保　斉子 fit 斉藤・五十嵐
山崎　祐子 水原TC WO
八木佐代子 池村プロテニス塾 斉藤・五十嵐
斉藤　真美 T&S新発田ITS 64.63 中村・荒井
五十嵐泰子 ジャンボITS 75.46.10-6
木村美恵子 六日町ローンTC
北村ひかる 六日町ローンTC 中村・荒井
中村　尚美 テニス同好会 64.63 山岸・田中
荒井　　睦 YeLL 60.60
山岸小百合 ヨネックス㈱
田中　泰子 三条ﾌｧﾐﾘｰTC 山岸・田中
宮内　梨沙 ジャンボITS 63・61
古川　智子 KAZAKA TA 山岸・田中
広瀬　裕子 マリンブルーTS 64.64
坂井留利子 ゴーゴーズ 中村・藤野
中村　亜紀 テニスステーション新潟 64・44Ret
藤野　綾子 ジャンボITS 山岸・田中
旭　ひかり ゴーゴーズ 46.62.62
猪口　美紀 さくらTC 旭・猪口
大塲　智子 ジャンボITS 61.62
松山　靖子 ジャンボITS 玉田・横山
田村　美里 fit 64.61
平元　明子 ジャンボITS 玉田・横山
玉田　　樹 ヨネックス㈱ 62.63
横山由紀江 ヨネックスC 福田・阿部
福田江梨子 ジャンボITS 63.46.64
阿部　愛子 スポーツガーデン新潟 福田・阿部
桑原セシカ YeLL 63.76(4)

Jr 畑川ひかり YeLL 福田・阿部
今田　泰子 ヨネックスC 64.60
槇　　美喜 さくらTC 金子・米山
金子真佑佳 柏崎マイン 64.62
米山絵里奈 オレンジTC
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２０２０度　新潟県テニス選手権（ダブルスの部）
２０２０年１０月３日、４日（長岡市希望が丘テニス場・砂入り人工芝8面）

№ シード JTA 選手名 （　所　属　） ＳＦ Ｆ Winner

佐藤　陽一 長岡エリート
黒﨑　太二 柏崎マインTC 五十嵐・坂口

G020325 五十嵐重智 ササキTC WO
坂口　吉彦 マリンブルーTS 五十嵐・坂口

堀川　　潤 テックアップクラブ 64.6
坪井健太郎 テックアップクラブ 堀川・坪井

高山　　誠 燕ローンテニスクラブ 63.26.75
石川　大輔 ゴーゴーズ

№ シード 登録 選手名 　所　属　 1 2 3 勝率
セッ
ト
取得

順位

高橋　正周 エルレッセTC

G020120 谷　　隆行 ファミリーITC

松川　正則 岡友
和田　修一 岡友

美濃谷秀夫 さくらTC
山崎　智史 さくらTC

№ シード JTA 選手名 （　所　属　） ＳＦ Ｆ Winner

古寺　弘美 fit
渡邊ゆみ子 吉田TC 林・早福

林　ひろ子 fit 62.63
早福寿美子 Treasure-Box 林・早福

堀　　弓子 岡友TC 63.64
今井　幹与 クエスト 小畑・田中

小畑夏奈子 婦人テニス 62.62
田中由美子 テニスステーション新潟

№ シード JTA 選手名 （　所　属　） ＳＦ Ｆ Winner

佐藤　明美 fit
山岸　静子 fit 佐藤・山岸

桐原　睦美 マリンブルーTS 63.61
本間　綾子 マリンブルーTS 佐藤・山岸

志田美津子 東青山TC 76(6).63
永原　昌子 ジャンボITS 小柳・桜井

小柳　洋子 ササキTC 60.61
桜井士生子 ササキTC
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