
MUFGジュニアトーナメント2020
      【広島県予選大会実施要項】

1 主 催

2 主 管

3 日 時

4 会 場

5 種 目

6 ド    ロ    ー ジュニア委員会にて決定されました。

7 試 合 方 法

あります。

8 ル　 ー　ル ＪＴＡ「テニスルールブック2019」によります。

9 服　　 　 　装 ＪＴＡ「テニスルールブック2019」によります。

10 審　　　　　判 セルフジャッジ方式　

11 使 用 球

12 委　　　　　員 トーメント・ディレクター … 溝上健文

トーメント・レフェリー … 小林慶太

アシスタント・レフェリー … 西村りえ

13 集　　　　　合 タイムスケジュールにより現地集合を原則とします。

1日⋯　  男子　　 　　　受付完了・女子 8時40分 受付完了 (9時試合開始）

14 欠場連絡先 ・　広島県テニス協会事務局（月～金）　　　　担当　末島

・　大会当日 レフェリー 090-4654-1985 注）AM8:00以降連絡がつきます

15 そ　　の　　他

（４）この大会は選手を平等に扱います。

16 注 意 事 項 （１）選手は、「オーダーオブプレイ」に従ってコートに入り、速やかに試合をはじめて下さい。

（２）ドロー番号の若い人が、ボールを取りに来てください。

（３）ウオームアップは、サービス４本のみとします。

〔広島県テニス協会　ジュニア委員会〕

ただし、天候その他の事情によりやむを得ない場合は試合方法を変更することが

ダンロップ　『FORT』

（１）優勝者が、全国大会へ出場できます。

（２）全国大会　未定

（３）傷害などの応急処置は主催者側で行いますが、その後の責任は負いかねます。

広島広域公園テニスコート(ハードコート)

広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1

男女シングルス

８ゲームプロセット（８－８後タイブレーク）　　　　　

決勝戦のみ3タイブレークセット(予定)

公益財団法人　日本テニス協会

広島県テニス協会　

令和2年2月1日(土)・2日(日)



2020MUFGジュニアトーナメント 広域公園テニスコート

男子シングルス 2020　2/1～2/2

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 広島国際学院高校 中本 悠水 [1]  

  中本 悠水 [1] 

2  Bye   

    

3 みなみ坂TS 田中 遼   

    

4 やすいそ庭球部 中島 淳一郎   

    

5 やすいそ庭球部 山﨑 光   

    

6 ＮＢテニスガーデン 鳥越 宥杜   

    

7 Scratch 瀧本 琉   

    

8 Tension 渡邉 栞太 [13/16]   

    

9 ノア・インドアステージ広島西 城戸 星羽 [9/12]   

    

10 福山テニス王国 北村 晋悟   

    

11 やすいそ庭球部 藤川 典真   

    

12 FUTURE-ONE 山本 雄大   

    

13 ＮＢテニスガーデン 小林 翠   

    

14 Scratch 川口 颯太   

    

15 Tension 村瀬 瑛太   

    

16 Ｔ-Ｓｔｅｐ 郷坪 凌太郎 [5/8]   

    

17 みなみ坂TS 窪田 晃大 [3/4]   

  窪田 晃大 [3/4]  

18  Bye   

    

19 Tension 山本 陽   

    

20 やすいそ庭球部 大島 碧斗   

    

21 Tension 橋口 空弥   

    

22 HIROテニスプランニング 広瀬 智章   

    

23 ＮＢテニスガーデン 打田 剛士   

    

24 福山テニス王国 大嶋 巧翔 [13/16]   

    

25 やすいそ庭球部 岩井 惺 [9/12]   

    

26 ＮＢテニスガーデン 渡辺 咲玖   

    

27 ノア・インドアステージ広島西 廣本 陽色   

    

28 ＮＰＯ廿日市 白川 遥隆   

    

29 Scratch 瀧本 惺   

    

30 ＮＢテニスガーデン 藤光 翔   

    

31 やすいそ庭球部 坂根 祐   

    

32 アシニスクラブ 加藤 和 [5/8]   



    

33 やすいそ庭球部 藤原 陸 [5/8]   

    

34 ＮＰＯ廿日市 竹林 寧生   

    

35 Scratch 益 啓人   

    

36 みなみ坂TS 西本 理恩   

    

37 ＮＢテニスガーデン 三好 啓斗   

    

38 ノア・インドアステージ広島西 廣本 陽優   

    

39 Ｔ-Ｓｔｅｐ 大塚 脩馬   

    

40 福山テニス王国 工藤 翼 [9/12]   

    

41 みなみ坂TS 住田 涼成 [13/16]   

    

42 やすいそ庭球部 酒井 蓮生   

    

43 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 内田 歩志   

    

44 Tension 山本 輝   

    

45 FUTURE-ONE 前川 琉椰   

    

46 HIROテニスプランニング 広瀬 貴章   

    

47  Bye   

  中西 康輔 [3/4]  

48 ＮＢテニスガーデン 中西 康輔 [3/4]   

    

49 五日市中学校 田中 優次 [5/8]   

    

50 Scratch 大下 遥希   

    

51 ＮＢテニスガーデン 寺川 陽基   

    

52 ノア・インドアステージ広島西 西本 惺良   

    

53 福山テニス王国 江草 春樹   

    

54 Tension 森本 泰至   

    

55 Scratch 坂宮 大樹   

    

56 やすいそ庭球部 酒井 和 [9/12]   

    

57 Ｔ-Ｓｔｅｐ 大田 恵士 [13/16]   

    

58 ＮＰＯ廿日市 永野 琉   

    

59 みなみ坂TS 大石 陽輝   

    

60 庭球館 信原 世昂   

    

61 やすいそ庭球部 為重 孝成   

    

62 ＮＢテニスガーデン 金子 尚生   

    

63  Bye   

  大下 翔希 [2]  

64 Scratch 大下 翔希 [2]  

   

 順位 3-4   

   

   



2020MUFG ジュニアトーナメント 広域公園テニスコート

女子シングルス 2020　2/1～2/2

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 ＵＰ.Ｓｅｔ 髙 絢果 [1]  

  髙 絢果 [1] 

2  Bye   

    

3 やすいそ庭球部 田中 花   

    

4 Tension 大塚 あや   

    

5  Bye   

  渡辺 葵依  

6 ＮＢテニスガーデン 渡辺 葵依   

    

7  Bye   

  清瀧 海香 [13/16]  

8 やすいそ庭球部 清瀧 海香 [13/16]   

    

9 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 平田 愛菜 [9/12]   

  平田 愛菜 [9/12]  

10  Bye   

    

11 ＮＢテニスガーデン 新 衣梨花   

  新 衣梨花  

12  Bye   

    

13 Ｔ-Ｓｔｅｐ 濱本 弥   

    

14 アシニスクラブ 日高 春奈   

    

15  Bye   

  井上 季子 [5/8]  

16 やすいそ庭球部 井上 季子 [5/8]   

    

17 やすいそ庭球部 上野 梨咲 [3/4]   

  上野 梨咲 [3/4]  

18  Bye   

    

19 Scratch 田口 桜   

    

20 リョウーコーＴＣ 中村 瑠華   

    

21  Bye   

  河野 光咲  

22 アキラＩＴＣ 河野 光咲   

    

23  Bye   

  久富 祐佳 [13/16]  

24 ＮＢテニスガーデン 久富 祐佳 [13/16]   

    

25 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 平田 里帆 [9/12]   

  平田 里帆 [9/12]  

26  Bye   

    

27 Ｔ-Ｓｔｅｐ 東 瑚子   

  東 瑚子  

28  Bye   

    

29 ＮＢテニスガーデン 竹内 澪穂   

    

30 やすいそ庭球部 藤山 心羽   

    

31  Bye   

  藤本 麻璃花 [5/8]  

32 みなみ坂TS 藤本 麻璃花 [5/8]   



    

33 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 平田 早希 [5/8]   

  平田 早希 [5/8]  

34  Bye   

    

35 ＮＢテニスガーデン 眞鍋 芽依   

  眞鍋 芽依  

36  Bye   

    

37  Bye   

  両見 玲美  

38 アキラＩＴＣ 両見 玲美   

    

39  Bye   

  清田 あいこ [9/12]  

40 やすいそ庭球部 清田 あいこ [9/12]   

    

41 ＮＢテニスガーデン 村田 結愛 [13/16]   

  村田 結愛 [13/16]  

42  Bye   

    

43 みなみ坂TS 濱崎 永遠   

  濱崎 永遠  

44  Bye   

    

45 Scratch 大槻 早菜   

    

46 Tension 北國 芽吹   

    

47  Bye   

  中岡 咲心 [3/4]  

48 やすいそ庭球部 中岡 咲心 [3/4]   

    

49 ノア・インドアステージ広島西 遠藤 愛渚 [5/8]   

  遠藤 愛渚 [5/8]  

50  Bye   

    

51 ＮＢテニスガーデン 坂田 綾子   

  坂田 綾子  

52  Bye   

    

53  Bye   

  折本 はな  

54 やすいそ庭球部 折本 はな   

    

55  Bye   

  平川 瑠菜 [9/12]  

56 アキラＩＴＣ 平川 瑠菜 [9/12]   

    

57 Scratch 竹友 夢莉 [13/16]   

  竹友 夢莉 [13/16]  

58  Bye   

    

59 ＮＢテニスガーデン 藤本 怜矢   

  藤本 怜矢  

60  Bye   

    

61 Ｔｅｎｓｉｏｎ 上杉 日奈詩   

    

62 リョーコーTC 藤井 綾乃   

    

63  Bye   

  井上 佳苗 [2]  

64 やすいそ庭球部 井上 佳苗 [2]  

   

 順位 3-4   

   

   


