
     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

　     ア　当日朝の体温が３７．５度以上の場合
　　     （注）会場には体温計が有りませんので、自宅で検温して来てください
　     イ 体調がよくない場合（例：咳・咽頭痛・倦怠感などの症状がある場合）
　     ウ 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有った場合
　     エ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
　     オ 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、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

　     ※以上のチェック項目に該当しない事を確認のうえ、マスクを着用して
　　     大会本部に「当日朝の体温と、体調に問題ない」旨を申し出て受付簿へ
　　     署名してください。
　     ※団体戦の場合は、チームの監督（代表者）がチーム全員の体温と署名を
　　     記載した体調確認書を大会本部へ提出してください。
  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　令和 2 年 6 月　沖縄県テニス協会　

ドロー番号 体調確認シート 今朝の体温 名前

該当項目　有り□　なし□

該当項目　有り□　なし□

[大会当日の体調確認シート]

令和3年度夏季ジュニアテニス大会
　　　　　□男子 （□単　□複）　　　□ 女子（□単　□複）

　　　　　　　□初級U10　　□初級U12　□初級U14

　　　　　　　　□U12　□U14　□U16　□U18

　　　　　　　　　開催日：2021年　　　月　　　日

　　　　　会場：□県総　□奥武山　□漫湖　□県総レク

※この受付簿は、新型コロナウィルス感染防止対策のための対応策です。
　もしも、この大会の参加者から感染者が出た場合の確認資料となりますので、ご理解・ご
協力を宜しくお願い致します。

「大会当日の体調確認シート」で体調確認を致しました。



2021/7/20

「無観客」の徹底を図り、大会関係者であることが判るよう、以下の対応を取ることとなりました。

①出場選手であることが確認できるよう、ゼッケンを背中につけて参加してください。
注）ゼッケンをつけていない場合は、退場となる事が有ります。

②引率者であることが判るよう、名札を付けてください。

※引率者は、U10-U12の種目については、1家庭から１名。

　　　　　　　U14～U18の種目については学校単位での引率のみ１校につき１名とする。

注）U14～U18への参加選手については、会場内の密を防ぐため家庭からの引率者は認めません。

※引率者は大会本部にて受付を行い、パス（名札）の配給を受けること

※引率者の受付は、密接・密集を避けるため選手の受付終了後に行います。

③送迎は駐車場で行い、送迎者の入場は厳禁とする。
送迎については、駐車場のみで行って頂き会場内への入場は厳禁です。

★運営スタッフも名札を付けて、対応いたします。

★会場内を巡回し、マスク着用確認、ソーシャルディスタンス確保など、感染防止対策への

　　注意を促しますので、選手・保護者・関係の皆様にも、ご協力をお願いいたします。

【施設管理者より】

約15㎝

約20㎝

　緊急事態宣言の度重なる延長により県民の皆様からの要望に対し、屋外施設の運用（一般利用
者）が緩和されました。
　しかしながら、沖縄県としては県民に外出自粛要請を行いながらの施設開放となり、一般利用者も
混在する大会運営となります、現状のイベント、大会運営における沖縄県の対処方針は、厳しいもの
となっており、大会運営をされる皆様により一層、感染防止対策の強化、多くの負担をお願いするこ
とになりますがご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
　
緊急事態宣言下での観客見学者の扱い
テニスコート、サッカーラグビー場、ドーム、競泳プール、サブグラウンドなど「座席のない施設につい
ては無観客」となります。
　しかしながら無観客でも、それを守らず、見学者、保護者は来園されます。

対策として、大会主催者は、
無観客大会であることの周知を事前に徹底すること。
関係者、選手には　名札、ゼッケンの着用、を必ず行なうこと。
会場周辺にスタッフを配置し、密にならないよう指導すること。
試合の時以外は必ずマスクを着用させること。

一般利用者から、担当の役所へ大会運営についての苦情があり、上記の対策を要請しておりま
す。対策が実行出来ていない場合は大会を中止させる場合があります。

緊急事態宣言下での大会開催の為「無観客」開催となります。

氏 名



令和３年度夏季ジュニアテニス大会

U12GD
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

013232 Scratch Jr 松代 紗衣 [1] 

1 014333 YKCT 次呂久 梨瑠 松代 紗衣 [1] 

   次呂久 梨瑠 

2   Bye 1   

014248 PHT 仲村 朱理   

3 014911 Nexus TC 石川 奈那美   

015153 YKCT 宮野 紗綾   

4 014895 YKCT 泉 侑花   

014331 美東小学校 山本 いち [3]   

5 014276 TCμ 浦野 優里 山本 いち [3]  

   浦野 優里  

6   Bye 3   

015472 YKCT 加藤ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ春子   

7 013488 TCμ 宮里 琉花 加藤ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ春子  

   宮里 琉花  

8   Bye 5   

015859 TCμ 加藤 禾菜   

9 015713 TCμ 矢野 碧依   

015477 識名TS少年団 中山 由   

10 014382 識名TS少年団 阿波根 佳穂   

     

11   Bye 4 比嘉 釉乙  

015138 美里小学校 比嘉 釉乙 玉城 美海  

12 014104 GenTS 玉城 美海   

015712 YKCT 前田 美香   

13 014902 YKCT 大湾 優希   

014254 フリー 今井 瑚々南   

14 015478 フリー 今井 瑚夏   

     

15   Bye 2 古堅 優音 [2]  

014899 YKCT 古堅 優音 [2] 比嘉 月咲  

16 014057 CLUB DPA☆沖縄 比嘉 月咲  

   

  

令和３年８月１６日（月）県総合運動公園庭球場　受付8：30～8：50



令和３年度夏季ジュニアテニス大会

U14GD
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final

012688 Scratch Jr 松代 奈海 [1] 

1 012670 TAGテニスアカデミー 根間 美空 松代 奈海 [1] 

   根間 美空 

2   Bye 1   

011373 首里中学校 志藤 なつ   

3 016576 首里中学校 金城 那奈 志藤 なつ  

   金城 那奈  

4   Bye 32   

     

5   Bye 17 大城 舞莉奈  

016643 石嶺中学校 大城 舞莉奈 山城 有紀子  

6 016358 石嶺中学校 山城 有紀子   

016591 石田中学校 呉屋 友唯   

7 015903 石田中学校 国分 夢奈   

013744 沖縄尚学中学校 川満 香奈   

8 016596 沖縄尚学中学校 李 佳純   

016389 首里中学校 山野 心花   

9 016651 首里中学校 平安山 奈央 山野 心花  

   平安山 奈央  

10   Bye 9   

016041 具志川東中学校 知念 杏奈   

11 016040 具志川東中学校 高原 雛乃 知念 杏奈  

   高原 雛乃  

12   Bye 24   

     

13   Bye 25 上原 璃李子  

015954 小禄中学校 上原 璃李子 新垣 歩未  

14 016005 小禄中学校 新垣 歩未   

     

15   Bye 7 友利 愛留 [7]  

016357 石田中学校 友利 愛留 [7] 幸地 向日葵  

16 015984 石田中学校 幸地 向日葵   

014255 高江テニスクラブ 小形 美楽 [4]   

17 013310 UTC 矢野 綺菜 小形 美楽 [4]  

   矢野 綺菜  

18   Bye 3   

016604 具志川東中学校 有銘 柚奈   

19 016603 具志川東中学校 糸数 莉帆 有銘 柚奈  

   糸数 莉帆  

20   Bye 29   

     

21   Bye 20 中村 美結  

016564 宮里中学校 中村 美結 比嘉 結愛  

22 016565 宮里中学校 比嘉 結愛   

     

23   Bye 13 仲村渠 りねか  

015962 伊良波中学校 仲村渠 りねか 當間 咲月  

24 015971 伊良波中学校 當間 咲月   

016353 首里中学校 村上 優衣   

25 016375 首里中学校 田本 美汎 村上 優衣  

   田本 美汎  

26   Bye 11   

016638 石田中学校 上間 柚希   

27 016548 石田中学校 新川 愛留 上間 柚希  

   新川 愛留  

28   Bye 21   

     

29   Bye 28 島袋 令那  

015735 高江洲中学校 島袋 令那 高江洲 琉花  

30 015737 高江洲中学校 高江洲 琉花   

     

31   Bye 5 亀川 百花 [5]  

012715 Scratch Jr 亀川 百花 [5] 神 明日香  

32 012111 Scratch Jr 神 明日香  

令和３年８月１６日（月）県総合運動公園庭球場　受付8：30～8：50

　決　勝　戦



令和３年度夏季ジュニアテニス大会

U14GD
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final

014053 港川中学校 比嘉 結彩 [6]  

33 014932 琉大附属中学校 石原 ちひろ 比嘉 結彩 [6] 

   石原 ちひろ 

34   Bye 6   

016595 石田中学校 松田 優衣   

35 016590 石田中学校 板良敷 結衣 松田 優衣  

   板良敷 結衣  

36   Bye 27   

     

37   Bye 22 前門 風月  

015951 伊良波中学校 前門 風月 名嘉 心花  

38 015966 伊良波中学校 名嘉 心花   

     

39   Bye 12 伊是名 結衣  

016531 浦添中学校 伊是名 結衣 儀武 陽音  

40 015258 浦添中学校 儀武 陽音   

014270 石田中学校 嘉数 実優   

41 013538 石田中学校 新崎 那美 嘉数 実優  

   新崎 那美  

42   Bye 14   

016639 石嶺中学校 伊佐 ひまり   

43 016646 石嶺中学校 伊禮 汐里 伊佐 ひまり  

   伊禮 汐里  

44   Bye 19   

     

45   Bye 30 下里 織世  

014981 宮里中学校 下里 織世 山田 那生  

46 012790 城北中学校 山田 那生   

     

47   Bye 4 仲宗根 琴音 [3]  

012677 ユニバーサル 仲宗根 琴音 [3] 平良 望  

48 013760 浦西中学校 平良 望   

016340 首里中学校 具志頭 留華 [8]   

49 016374 首里中学校 知念 和希 具志頭 留華 [8]  

   知念 和希  

50   Bye 8   

016602 沖縄尚学中学校 仲宗根 清乃   

51 016640 沖縄尚学中学校 兼城 ひかり 仲宗根 清乃  

   兼城 ひかり  

52   Bye 26   

     

53   Bye 23 小川 あんじゅ  

016450 西原中学校 小川 あんじゅ 新垣 愛奈  

54 016449 西原中学校 新垣 愛奈   

     

55   Bye 10 仲里 美咲  

016371 首里中学校 仲里 美咲 大浜 柚希  

56 016370 首里中学校 大浜 柚希   

016547 石田中学校 山城 彩也花   

57 014961 石田中学校 玉城 尚緒 山城 彩也花  

   玉城 尚緒  

58   Bye 16   

012760 安岡中学校 久場 さくら   

59 014064 西原東中学校 仲宗根 彩葵 久場 さくら  

   仲宗根 彩葵  

60   Bye 18   

     

61   Bye 31 宮里 あめ梨  

016549 宮里中学校 宮里 あめ梨 新川 佳怜  

62 016551 宮里中学校 新川 佳怜   

     

63   Bye 2 宇良 妃織 [2]  

010177 具志川東中学校 宇良 妃織 [2] 山城 心愛  

64 016039 具志川東中学校 山城 心愛  

令和３年８月１６日（月）県総合運動公園庭球場　受付8：30～8：50



令和３年度夏季ジュニアテニス大会

U16GD
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final

011584 石田中学校 嘉数 琉花 [1] 

1 011451 TCμ 次呂久 瑠海 嘉数 琉花 [1] 

   次呂久 瑠海 

2   Bye 1   

015403 具志川東中学校 仲宗根 鈴   

3 015665 具志川東中学校 幸喜 星寿羅 仲宗根 鈴  

   幸喜 星寿羅  

4   Bye 32   

     

5   Bye 17 津波古 陽彩  

016633 首里東高校 津波古 陽彩 神村 真奈  

6 016634 首里東高校 神村 真奈   

     

7   Bye 15 島袋 恋  

015084 首里中学校 島袋 恋 村山 みなみ  

8 015237 首里中学校 村山 みなみ   

012285 那覇高校 与儀 夏芭   

9 014367 那覇高校 照屋 七菜 与儀 夏芭  

   照屋 七菜  

10   Bye 9   

015553 仲井真中学校 川畑 結花   

11 015551 仲井真中学校 比嘉 りんか 川畑 結花  

   比嘉 りんか  

12   Bye 24   

015880 具志川高校 具志堅 咲来   

13 015892 高江洲中学校 普久原 舞   

015527 与勝中学校 宮城 璃美   

14 015710 与勝中学校 森根 伶凪   

     

15   Bye 7 長堂 桃子 [5]  

015656 具志川東中学校 長堂 桃子 [5] 飯山 葉菜  

16 015670 具志川東中学校 飯山 葉菜   

015666 具志川東中学校 下門 結奈 [3]   

17 015654 具志川東中学校 玉寄 帆夏 下門 結奈 [3]  

   玉寄 帆夏  

18   Bye 3   

015931 仲井真中学校 仲村 采和   

19 015550 仲井真中学校 嶺井 如葵 仲村 采和  

   嶺井 如葵  

20   Bye 29   

     

21   Bye 20 喜友名 伶奈  

012993 普天間高校 喜友名 伶奈 島袋 夢向子  

22 012446 普天間高校 島袋 夢向子   

015545 コザ高校 安慶名 優成   

23 014588 コザ高校 幸地 梨希   

016585 読谷高校 新垣 優奈   

24 016587 読谷高校 知念 里音   

016612 名護商工高校 岸本 未来   

25 016613 名護商工高校 玉城 桃華 岸本 未来  

   玉城 桃華  

26   Bye 11   

008267 首里高校 仲村 和呼   

27 014415 首里高校 翁長 花音 仲村 和呼  

   翁長 花音  

28   Bye 21   

     

29   Bye 28 大城 せいか  

016671 沖縄水産高校 大城 せいか 大城 菜乃  

30 016672 沖縄水産高校 大城 菜乃   

     

31   Bye 5 前原 幸来 [8]  

015113 首里中学校 前原 幸来 [8] 比嘉 あこ  

32 015078 首里中学校 比嘉 あこ  

令和３年８月９日（月）奥武山公園庭球場　受付8：30～8：50

　決　勝　戦



令和３年度夏季ジュニアテニス大会

U16GD
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final

015525 与勝中学校 大山 リアナ [6]  

33 015196 与勝中学校 横山 英未 大山 リアナ [6] 

   横山 英未 

34   Bye 6   

014622 普天間高校 崎原 萌花   

35 015533 普天間高校 照屋 穂花   

014916 読谷高校 安和 幸花   

36 016589 読谷高校 當山 杏   

     

37   Bye 22 上地 果穂  

015510 仲井真中学校 上地 果穂 赤嶺 美涼  

38 015558 仲井真中学校 赤嶺 美涼   

     

39   Bye 12 奥間 彩衣里  

014746 首里東高校 奥間 彩衣里 親富祖 智優  

40 014216 首里東高校 親富祖 智優   

015687 古蔵中学校 宮城 礼   

41 015686 古蔵中学校 金城 茉倫 宮城 礼  

   金城 茉倫  

42   Bye 14   

011084 那覇高校 保久盛 杏菜   

43 014328 那覇高校 宮里 日向 保久盛 杏菜  

   宮里 日向  

44   Bye 19   

011642 那覇国際高校 喜名 涼葉   

45 016657 那覇国際高校 松尾 有姫   

013106 小禄高校 大城 結貴   

46 013550 小禄高校 高江洲 杏   

     

47   Bye 4 伊禮 梨愛 [4]  

015660 具志川東中学校 伊禮 梨愛 [4] 安谷屋 柚花  

48 015667 具志川東中学校 安谷屋 柚花   

015209 首里中学校 伊豆味 梨子 [7]   

49 015271 首里中学校 名嘉地 美月 伊豆味 梨子 [7]  

   名嘉地 美月  

50   Bye 8   

016611 名護商工高校 比嘉 寿々菜   

51 016609 名護商工高校 藤本 澪音 比嘉 寿々菜  

   藤本 澪音  

52   Bye 26   

     

53   Bye 23 比嘉 桃果  

015657 具志川東中学校 比嘉 桃果 當銘 愛佳  

54 015655 具志川東中学校 當銘 愛佳   

     

55   Bye 10 福田 凜子  

015576 読谷高校 福田 凜子 福田 杏詩  

56 015577 読谷高校 福田 杏詩   

014534 那覇高校 玉城 瑞稀   

57 014434 那覇高校 竹内 珊瑚 玉城 瑞稀  

   竹内 珊瑚  

58   Bye 16   

016537 名護高校 宮城 想奈   

59 016538 名護高校 松尾 祐美 宮城 想奈  

   松尾 祐美  

60   Bye 18   

015658 具志川東中学校 上原 叶羽   

61 015659 具志川東中学校 稲福 七海   

016427 首里東高校 富山 奈海   

62 010773 首里東高校 生盛 来実   

     

63   Bye 2 宮城 麻由 [2]  

007983 チャレンジ 宮城 麻由 [2] 植村 青澄  

64 010372 コザ高校 植村 青澄  

令和３年８月９日（月）奥武山公園庭球場　受付8：30～8：50



令和３年度夏季ジュニアテニス大会

U18GD
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

016317 沖縄尚学高校 小山 みのり [1] 

1 016343 沖縄尚学高校 森 珠璃 小山 みのり [1] 

   森 珠璃 

2   Bye 1   

016133 普天間高校 呉屋 帆香   

3 015921 普天間高校 林 海月   

014836 小禄高校 大城 綾夏   

4 016422 小禄高校 砂辺 琉奈   

015856 コザ高校 上地 彩世   

5 013711 コザ高校 島袋 結愛   

013878 首里高校 兼濱 伽帆   

6 013873 西原高校 城間 かれん   

013712 北谷高校 島袋 葵海   

7 013706 前原高校 新里 希星   

013367 前原高校 中川 媛莉 [6]   

8 013368 コザ高校 有銘 杏奈   

014761 コザ高校 加賀 小梅 [3]   

9 013458 コザ高校 崎間 千景 加賀 小梅 [3]  

   崎間 千景  

10   Bye 3   

006870 豊見城高校 田口 夏来   

11 009529 那覇高校 豊里 知大   

015870 前原高校 下里 菜琉星   

12 011427 読谷高校 多良間 理々子   

013677 知念高校 上江洲 美羽   

13 009803 南部商業高校 仲田 莉々香   

016136 普天間高校 宮城 向日葵   

14 016134 普天間高校 宮城 愛   

013630 小禄高校 前里 好美   

15 014585 小禄高校 國場 一花   

012062 具志川高校 仲本 海鈴 [7]   

16 012944 コザ高校 山城 萌々愛   

011571 那覇高校 具志 菜々子 [5]   

17 011570 那覇高校 具志 萌々子 具志 菜々子 [5]  

   具志 萌々子  

18   Bye 6   

013388 コザ高校 嵩原 愛羅   

19 013293 コザ高校 田中 凜   

016129 知念高校 喜納 沙彩   

20 016128 知念高校 知念 優花   

008794 浦添高校 下地 愛菜   

21 014272 那覇国際高校 高良 汐   

013674 小禄高校 多嘉良 月花   

22 007869 小禄高校 平良 二湖   

     

23   Bye 4 廣渡 澪 [4]  

005915 普天間高校 廣渡 澪 [4] 池間 美南  

24 006202 普天間高校 池間 美南   

009776 TCμ 嘉数 ちひろ [8]   

25 010946 宮里中学校 渡久地 杜生   

015913 北谷高校 上江洲 梨々   

26 015912 北谷高校 屋宜 かのん   

013709 コザ高校 悦 好伶   

27 013247 コザ高校 田場 響月   

013849 南風原高校 仲村 文伽   

28 013652 向陽高校 村吉 晄   

013609 小禄高校 中澤 伊月季   

29 013673 小禄高校 野原 李帆   

016135 普天間高校 島袋 凜   

30 016137 普天間高校 末吉 愛翔   

     

31   Bye 2 永井 花怜 [2]  

016321 沖縄尚学高校 永井 花怜 [2] 畑田 こころ  

32 016319 沖縄尚学高校 畑田 こころ  

令和３年８月１３日（金）奥武山公園庭球場　受付8：30～8：50


