
感染防止ガイドライン 
 

 

以下の事項に該当する場合は、当日の出場を見合わせること！ 

 

 ①当日朝の体温が 37.5 度以上の場合。 

 

 ②当日会場での体温チェックが 37.5 度以上の場合、いかなる理由（練 

習していた、走っていた等）であってもキャンセルして頂きます。 

 

 ③体調が良くない場合（例：咳・咽頭痛・倦怠感などの症状がある） 

 

 ④新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触があった 

者。 

 

⑤同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる場合。 

 

⑥過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とさ 

 れている国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある 

場合。 

 

 

大会当日は以上をご確認の上、受付を行ってください。 

なお、受付の前に検温をいたします。 

37.5 度以上の熱がある方は、出場できません。 

その際の返金はありません。 

 

選手および保護者・関係者様のご理解ご協力をお願いいたします。 

 
 

九州ジュニアテニスサーキット 

沖縄シリーズ 担当 源河朝哉 

 



2 宮城 優斗 TCμ

勝敗 勝率 順位

1 上地 琉生 Scratch.Jr

A 氏 名 所　属 上地 宮城 日渡

勝敗 勝率 順位

4 矢野 琉悟 UTC

B 氏 名 所　属 矢野 加賀 三戸

3 日渡 咲走 ユニバーサル

A A

6 三戸 悠生 首里森庭球倶楽部

5 加賀 武蔵 GenTS

B B

５位・６位決定戦（各予選ブロック３位）３位・４位決定戦（各予選ブロック２位）

１０才以下男子シングルス
令和２年８月3日(月）沖縄県総合運動公園庭球場　８：３０～８：５０受付

決勝・順位決定戦まで予定！



羽根 池原 勝敗 勝率 順位

1 比嘉 惇壬定 Aアスリートクラブ

A 氏 名 所　属 比嘉

3 池原 匠 TCμ

2 羽根 志祐 チャレンジ

日渡 勝敗 勝率 順位

4 古堅 惺南 Rise TC

bye

B 氏 名 所　属 古堅 前田

6 日渡 連次 ユニバーサル

5 前田 悠里 UTC

勝率 順位

7 村木 優太 ユニバーサル

C 氏 名 所　属 村木 伊佐 仲村 勝敗

9 仲村 康希 GREEN HOUSE

8 伊佐 拓己 TAGテニスアカデミー

11 源河 朝陽 GenTS

上野 勝敗 勝率 順位

10 浦崎 政辰 ユニバーサル

D 氏 名 所　属 浦崎 源河

E 氏 名 所　属 仲宗根 髙橋 羽地 勝敗 勝率

bye

bye

12 上野 永遠 TCμ

15 羽地 惺 首里森庭球倶楽部

14 髙橋 道 TCμ

順位

13 仲宗根 暖日 ユニバーサル

１２才以下男子シングルス
令和２年８月3日(月）沖縄県総合運動公園庭球場　８：３０～８：５０受付

決勝・順位決定戦まで予定！



１２才以下男子シングルス

５位～８位決定戦

３位・４位決定戦 ７位・８位決定戦



2 呉屋 煌己 沖縄東中学校

勝敗 勝率 順位

1 喜久川 楓 YKCT

A 氏 名 所　属 喜久川 呉屋 知花

勝敗 勝率 順位

4 中村 勇槻 Rise TC

B 氏 名 所　属 中村 佐々木 普久本

3 知花 青空 琉大付属中学校

C 氏 名 所　属 大城(優) 嘉味田 北島

6 普久本 安裕 琉大付属中学校

5 佐々木 彪雅 沖縄東中学校

8 嘉味田 丞 TAGテニスアカデミー

勝敗 勝率 順位

7 大城 優心 ユニバーサル

勝敗 勝率 順位

10 與那嶺 陽生 鏡原中学校

D 氏 名 所　属 與那嶺 大城(璃) サムエル

9 北島 碧 チャレンジ

E 氏 名 所　属 知念 小高 田口

12 サムエル エレーラ GenTS

11 大城 璃空 TAGテニスアカデミー

14 小高 国生 琉大付属中学校

勝敗 勝率 順位

13 知念 秀彦 Rise TC

勝敗 勝率 順位

16 日渡 翔己 ユニバーサル

F 氏 名 所　属 日渡 加賀 松田

15 田口 大輔 TAGテニスアカデミー

G 氏 名 所　属 比嘉 山本 植村 勝敗

18 松田 龍樹 チャレンジ

17 加賀 小次郎 リアライズ

20 山本 延ノ助 チャレンジ

勝率 順位

19 比嘉 輝 石田中学校

勝敗 勝率 順位

22 小浜 守大郎 TAGテニスアカデミー

H 氏 名 所　属 小浜 濱元 仲眞

21 植村 大河 GenTS

24 仲眞 優喜 沖縄東中学校

23 濱元 琉久 チャレンジ

１４才以下男子シングルス
令和２年８月3日(月）沖縄県総合運動公園庭球場　８：３０～８：５０受付

決勝・順位決定戦まで予定！



３位・４位決定戦 ５位～８位決定戦

７位・８位決定戦

１４才以下男子シングルス



勝敗 勝率 順位

1 大城 盛弥 TAGテニスアカデミー

A 氏 名 所　属 大城(盛) 呉屋 照屋

B 氏 名 所　属 田口 成田 今村

3 照屋 翔己 TC Future

2 呉屋 優毅 TCμ

5 成田 悠真 GenTS

勝敗 勝率 順位

4 田口 慎太郎 TAGテニスアカデミー

勝敗 勝率 順位

7 大城 琉翔 ロイヤルTE

C 氏 名 所　属 大城(琉) 阿南 漢那

6 今村
Taven 拓

nichols
宜野湾中学校

D 氏 名 所　属 小坂 大城(達) 富髙

9 漢那 亮貴 西原ジュニア

8 阿南 斗唯 TAGテニスアカデミー

11 大城 達希 TAGテニスアカデミー

勝敗 勝率 順位

10 小坂 陽光 宜野湾中学校

勝敗 勝率 順位

13 仲間 望 ロイヤルTE

E 氏 名 所　属 仲間 安原 亀川

12 富髙 包音 Nexus TC

F 氏 名 所　属 宮里 宮平 普天間

15 亀川 英汰 琉大付属中学校

14 安原 瑠南 GenTS

17 宮平 貴将 PHT

勝敗 勝率 順位

16 宮里 琉星 TCμ

勝率 順位

19 福地 佑貴 TAGテニスアカデミー

G 氏 名 所　属 福地 島袋 運天 勝敗

18 普天間 泉輝 桑江中学校

H 氏 名 所　属 金城(朝) 塩田 金城(太)

21 運天 孝介 西原ジュニア

20 島袋 千寛 コザ中学校

23 塩田 颯一朗 琉大付属中学校

勝敗 勝率 順位

22 金城 朝夢 PHT

24 金城 太陽 読谷中学校

決勝・順位決定戦まで予定！

１６才以下男子シングルス
令和２年８月4日(火）沖縄県総合運動公園庭球場　８：３０～８：５０受付



３位・４位決定戦 ５位～８位決定戦

１６才以下男子シングルス

７位・８位決定戦



１８才以下男子シングルス
令和２年８月7日(金）沖縄県総合運動公園レクドーム　８：３０～８：５０受付

決勝・順位決定戦まで予定！

A 氏 名 所　属 玉城 島袋 與那嶺

2 島袋 暉 球陽高校

屋嘉比 勝敗 勝率 順位

1 玉城 勇稀 沖縄尚学高校

bye

B 氏 名 所　属 喜屋武 大城(盛)

4 屋嘉比 梨恩 首里高校

3 與那嶺 大輝 那覇西高校

6 大城 盛晃 首里高校

伊波 勝敗 勝率 順位

5 喜屋武 一心 沖縄尚学高校

C 氏 名 所　属 我謝 知念 石坂 勝敗

7 伊波 玲磨 GenTS

9 知念 和紀 宜野湾高校

勝率 順位

8 我謝 慎 沖縄尚学高校

勝敗 勝率 順位

11 大城 太志 首里高校

D 氏 名 所　属 大城(太) 仲地 越村

10 石坂 アリスト 那覇西高校

E 氏 名 所　属 荻堂 富名腰 國吉

13 越村 勇斗 沖縄尚学高校

12 仲地 晃誠 読谷高校

15 富名腰 隆太朗 宜野湾高校

勝敗 勝率 順位

14 荻堂 公史郎 沖縄尚学高校

勝率 順位

17 谷口 結風 沖縄尚学高校

F 氏 名 所　属 谷口 嘉手納 山城 勝敗

16 國吉 永将 首里高校

G 氏 名 所　属 岡崎 仲本 嘉味田 宮城

19 山城 慶大 首里高校

18 嘉手納 匠作 那覇西高校

21 仲本 凌里都 那覇西高校

勝敗 勝率 順位

20 岡崎 奎太 沖縄尚学高校

23 宮城 洸弥 首里高校

22 嘉味田 尚也 TAGテニスアカデミー



３位・４位決定戦 ５位～７位決定戦

６位・７位決定戦

１８才以下男子シングルス


