
     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]

第17回小・中学生初級者テニス大会
2021　ワイワイカップ

　　　　　□中学生 （□男　□女）　　　□ 小学生（□男　□女）

　　　　　　　□6年生　□5年生　□4年生　□3年生以下

　　　　　　　　　開催日：2021年　　　月　　　日

　　　　　　　　　会場：　□県総レクドーム　□奥武山

※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。



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。

※中体連で使用のゼッケンでも可

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。

※引率者は、1家庭から１名のみ。部活引率は、学校から1名のみとする。

注）部活（学校）での引率が有る場合は、家庭からの引率者は認めません。

※引率希望者は、１０/２２（金）までに沖縄県テニス協会事務局へ事前申請を行なうこと。

　　＊選手の氏名と引率者の氏名・電話番号・選手との続柄を明記し、メールで申し込む。

※引率者のIDパス受け渡しは、当日会場にて行います。

　　＊選手と一緒に受付し、引率者も体調確認シートに体温を記載してIDパスを受け取ってください。

会場内の密状態を避けるため、ご理解・ご協力をお願いいたします。

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。

★運営スタッフは名札を付けて、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。

③送迎は駐車場で行い、送迎者の入場は厳禁とする。

コロナ感染が終息していない状況下での大会開催の為
「無観客」開催となります。

2021/9/27

「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。

約15㎝

約20㎝

②引率者は、事前申込が必要です。

・学校名 又は チーム名

※記載なしでも可

①が無い場合はフルネーム

①が有る場合は姓のみで可

１

２



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生男子３年生以下-予選リーグ

小学生男子３年生以下 - グループ A

選手登録番号 所属団体 真志取 陽太  稲田 隼哉  坂本 オスカー  勝敗 順位

1 016292  TCμ  真志取 陽太  

2 016285  豊崎小学校  稲田 隼哉  

3 016286  GenTS  坂本 オスカー  

小学生男子３年生以下 - グループ B

選手登録番号 所属団体 仲宗根 朝陽  亀川 善睦  玉城 善  勝敗 順位

4 015890  西原東小学校  仲宗根 朝陽  

5 016276  Rise TC  亀川 善睦  

6 016574  GenTS  玉城 善  

小学生男子３年生以下 - グループ C

選手登録番号 所属団体 喜友名 朝暖  源河 朝翔  宮城 幸之亮  勝敗 順位

7 015587  ユニバーサル  喜友名 朝暖  

8 016575  GenTS  源河 朝翔  

9 016297  首里森庭球倶楽部  宮城 幸之亮  

小学生男子３年生以下 - グループ D

選手登録番号 所属団体 平山 賀大  板倉 新  金田 海生  勝敗 順位

10 016573  GenTS  平山 賀大  

11 016719  テニスラウンジ糸満  板倉 新  

12 015973  TC Future  金田 海生  

令和３年１０月３１日（日）奥武山テニスコート

　　受付　８：３０～８：５０



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生男子３年生以下-予選リーグ

小学生男子３年生以下 - グループ E

選手登録番号 所属団体 カルース シャンドン  野極 将馬  石川 裕陽  勝敗 順位

13 016377  YKCT  カルース シャンドン  

14 016723  ユニバーサル  野極 将馬  

15 016342  Rise TC  石川 裕陽  

小学生男子３年生以下 - グループ F

選手登録番号 所属団体 島袋 晟弥  久田 昂正  松井 悠輔  勝敗 順位

16 016594  北谷小学校  島袋 晟弥  

17 016687  TAGテニスアカデミー  久田 昂正  

18 016118  GenTS  松井 悠輔  

小学生男子３年生以下 - グループ G

選手登録番号 所属団体 野間 伊織  宮城 優斗  金田 青空  勝敗 順位

19 015860  Rise TC  野間 伊織  

20 015724  TCμ  宮城 優斗  

21 015972  TC Future  金田 青空  

令和３年１０月３１日（日）奥武山テニスコート

　　受付　８：３０～８：５０



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生男子３年生以下-決勝トーナメント
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

   

1   グループ A #1  

    

2   Bye 1   

     

3   グループ D #1   

     

4   グループ E #1   

     

5   グループ F #1   

     

6   グループ C #1   

     

7   グループ G #1   

     

8   グループ B #1  

   

  



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生男子４年生-予選リーグ

小学生男子４年生 - グループ A

選手登録番号 所属団体 津波 興史朗  稲田 凱斗  津波 一心  勝敗 順位

1 015632  ユニバーサル  津波 興史朗  

2 016284  豊崎小学校  稲田 凱斗  

3 016694  TAGテニスアカデミー  津波 一心  

小学生男子４年生 - グループ B

選手登録番号 所属団体 饒波 皇汰  高江洲 輝一  上江洲 優峨  勝敗 順位

4 016558  大北小学校  饒波 皇汰  

5 016545  前田小学校  高江洲 輝一  

6 016550  TAGテニスアカデミー  上江洲 優峨  

小学生男子４年生 - グループ C

選手登録番号 所属団体 加賀 武蔵  運天 颯大  原崎 琉希  勝敗 順位

7 016031  GenTS  加賀 武蔵  

8 016605  ユニバーサル  運天 颯大  

9 016652  アジャアーバンアリーナ  原崎 琉希  

小学生男子４年生 - グループ D

選手登録番号 所属団体 大城 燈真  浦野 裕真  草場 裕仁  勝敗 順位

10 014710  Nexus TC  大城 燈真  

11 015691  TCμ  浦野 裕真  

12 016295  GenTS  草場 裕仁  

令和３年１０月３１日（日）奥武山テニスコート

　　受付　８：３０～８：５０



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生男子４年生-決勝トーナメント
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者 

   

1   グループ A #1  

    

2   グループ D #1   

     

3   グループ C #1   

     

4   グループ B #1  

   

  



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生男子５年生-予選リーグ

小学生男子５年生 - グループ A

選手登録番号 所属団体 源河 朝陽  大場 大馳  玉城 郁羽  勝敗 順位

1 014103  GenTS  源河 朝陽  

2 016722  安謝アーバンアリーナ  大場 大馳  

3 015727  名護グリーンクラブ  玉城 郁羽  

小学生男子５年生 - グループ B

選手登録番号 所属団体 北村 浄  喜屋武 隆青  満屋 憧夢  勝敗 順位

4 016392  Rise TC  北村 浄  

5 013718  中城小学校  喜屋武 隆青  

6 014120  GenTS  満屋 憧夢  

小学生男子５年生 - グループ C

選手登録番号 所属団体 諸見川 凜  神山 佳楓  高橋 道  勝敗 順位

7 016008  YKCT  諸見川 凜  

8 016277  名護グリーンクラブ  神山 佳楓  

9 015652  TCμ  高橋 道  

小学生男子５年生 - グループ D

選手登録番号 所属団体 知花 温生  田本 涼真  金城 旦  勝敗 順位

10 015730  TCμ  知花 温生  

11 016559  大北小学校  田本 涼真  

12 015618  BCテニスクラブ  金城 旦  

令和３年１０月３１日（日）奥武山テニスコート

　　受付　８：３０～８：５０



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生男子５年生-決勝トーナメント
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者 

   

1   グループ A #1  

    

2   グループ D #1   

     

3   グループ C #1   

     

4   グループ B #1  

   

  



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生男子６年生-予選リーグ

小学生男子６年生 - グループ A

選手登録番号 所属団体 田場 理来  仲宗根 悠日都  高嶋 一吹  勝敗 順位

1 015620  PHT  田場 理来  

2 014065  西原東小学校  仲宗根 悠日都  

3 014340  YKCT  高嶋 一吹  

小学生男子６年生 - グループ B

選手登録番号 所属団体 藤森 慶之介  新垣 海斗  伊佐 拓己  勝敗 順位

4 015898  ユニバーサル  藤森 慶之介  

5 014901  Nexus TC  新垣 海斗  

6 013507  TAGテニスアカデミー  伊佐 拓己  

小学生男子６年生 - グループ C

選手登録番号 所属団体 羽地 惺  玉城 虎勇  仲村 亮真  勝敗 順位

7 014156  首里森庭球倶楽部  羽地 惺  

8 016030  GenTS  玉城 虎勇  

9 015480  西原ジュニア  仲村 亮真  

小学生男子６年生 - グループ D

選手登録番号 所属団体 羽根 志祐  佐久田 祐汰  下地 健太  勝敗 順位

10 015056  大山小学校  羽根 志祐  

11 013764  豊崎小学校  佐久田 祐汰  

12 016152  北谷SC  下地 健太  

令和３年１０月３１日（日）奥武山テニスコート

　　受付　８：３０～８：５０



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生男子６年生-決勝トーナメント
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者 

   

1   グループ A #1  

    

2   グループ D #1   

     

3   グループ C #1   

     

4   グループ B #1  

   

  



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生女子３年生以下-予選リーグ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

小学生女子３年生以下 - グループ A

選手登録番号 所属団体 平良 紫杏  山川 采女  羽地 新菜  勝敗 順位

1 016303  ユニバーサル  平良 紫杏  

2 015939  識名TS少年団  山川 采女  

3 016446  首里森庭球倶楽部  羽地 新菜  

小学生女子３年生以下 - グループ B

選手登録番号 所属団体 大城 舞桜  羽地 結菜  喜屋武 あいら  宮坂 向葵  勝敗 順位

4 016293  TCμ  大城 舞桜  

5 016680  首里森庭球倶楽部  羽地 結菜  

6 016511  中城小学校  喜屋武 あいら  

7 015874  識名小学校  宮坂 向葵   

小学生女子３年生以下 - グループ C

選手登録番号 所属団体 久場 星樺  ランプティー
アリス笑美 神山 佳愛  勝敗 順位

8 015482  おもろTS少年団  久場 星樺  

9 016688  GenTS  
ランプティー
アリス笑美

10 016629  名護グリーンクラブ  神山 佳愛  

小学生女子３年生以下 - グループ D

選手登録番号 所属団体 今井 瑚夏  山田 音子  真鼻 夏未  前川 結香  勝敗 順位

11 015478  フリー  今井 瑚夏  

12 016479  美東小学校  山田 音子  

13 016685  YKCT  真鼻 夏未  

14 016684  TCμ  前川 結香   

令和３年１０月３１日（日）奥武山テニスコート

　　受付　８：３０～８：５０



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生女子３年生以下-決勝トーナメント
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者 

   

1   グループ A #1  

    

2   グループ D #1   

     

3   グループ C #1   

     

4   グループ B #1  

   

  



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生女子４年生-予選リーグ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

小学生女子４年生 - グループ A

選手登録番号 所属団体 比嘉 柚李  原田 すず  大湾 優希  岩渕 愛理  勝敗 順位

1 015738  識名小学校  比嘉 柚李  

2 016679  TCμ  原田 すず  

3 014902  YKCT  大湾 優希  

4 016309  テニスラウンジ糸満  岩渕 愛理   

小学生女子４年生 - グループ B

選手登録番号 所属団体 加藤 禾菜  島 千紘  前田 美香  勝敗 順位

5 015859  TCμ  加藤 禾菜  

6 015143  北谷SC  島 千紘  

7 015712  YKCT  前田 美香  

第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生女子４年生-決勝戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Final 勝者 

   

1   グループ A #1  

    

2   グループ B #1  

   

令和３年１０月３１日（日）奥武山テニスコート

　　受付　８：３０～８：５０



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生女子５年生-決勝リーグ

選手登録番号 所属団体 玉城 美海  宮野 紗綾  川平 結梨  大宜見 叶  泉 侑花  勝敗 順位

1 014104  GenTS  玉城 美海  

2 015153  YKCT  宮野 紗綾  

3 016288  GenTS  川平 結梨  

4 014402  YKCT  大宜見 叶  

5 014895  YKCT  泉 侑花  

令和３年１０月３１日（日）奥武山テニスコート

　　受付　８：３０～８：５０



第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生女子６年生-予選リーグ

小学生女子６年生 - グループ A

選手登録番号 所属団体 今井 瑚々南  津波 心春  阿波根 佳穂  勝敗 順位

1 014254  フリー  今井 瑚々南  

2 016695  TAGテニスアカデミー  津波 心春  

3 014382  識名TS少年団  阿波根 佳穂  

小学生女子６年生 - グループ B

選手登録番号 所属団体 仲村 朱理  中山 由  山本 いち  石川 奈那美  勝敗 順位

4 014248  PHT  仲村 朱理  

5 015477  識名TS少年団  中山 由  

6 014331  美東小学校  山本 いち  

7 014911  Nexus TC  石川 奈那美   

第17回小・中学生初級者テニス大会（ワイワイカップ2021）

小学生女子６年生-決勝戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Final 勝者 

   

1   グループ A #1  

    

2   グループ B #1  

   

令和３年１０月３１日（日）奥武山テニスコート

　　受付　８：３０～８：５０


