
     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　

今朝の体温 氏名 今朝の体温 氏名

該当項目　有り□　なし□

該当項目　有り□　なし□

学校（部活）引率 学校名 引率者連絡先
（携帯）

　　　　　※学校（部活）引率者の今朝の体温・氏名は引率者欄に記載してください。
　　　　　※学校（部活）引率者の場合は、選手とは別に単独で提出してください。

体調確認シートドロー番号
選手 引率者 ※注：１家庭から１名のみ

[大会当日の体調確認シート]

□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　□レクドーム

令和3年度沖縄県テニス選手権大会（ジュニアの部）

※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。



2021/10/1

※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。

★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。

②引率には人数制限が有ります。

※大会当日は、体調確認シートへ必要事項を記入して大会本部で選手と一緒に受付し、受付確認
のシールを受け取ってください。

③選手・引率者以外の、応援や観戦で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。

「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。

会場内の密を回避し、安心・安全に大会が開催できるよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

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。

約15㎝

約20㎝

・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



令和3年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部)

Ｕ１２ＢＤ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

012942 GREEN HOUSE 仲村 康希 [1] 

1 012441 Nexus TC 喜久里 心琉 仲村 康希 [1] 

   喜久里 心琉 

2   Bye 1   

016392 Rise TC 北村 浄   

3 016342 Rise TC 石川 裕陽   

013244 UTC 前田 悠里   

4 013718 中城小学校 喜屋武 隆青   

014065 西原東小学校 仲宗根 悠日都[3]   

5 015480 西原東小学校 仲村 亮真 仲宗根 悠日都[3]  

   仲村 亮真  

6   Bye 3   

016113 Rise TC 神谷 琉斗   

7 015860 Rise TC 野間 伊織   

016118 GenTS 松井 悠輔   

8 016574 GenTS 玉城 善   

014352 YKCT 成田 一惺   

9 014340 YKCT 高嶋 一吹   

015724 TCμ 宮城 優斗   

10 015730 TCμ 知花 温生   

016686 YKCT 羽地 大河   

11 016008 YKCT 諸見川 凜   

015620 PHT 田場 理来 [4]   

12 015652 TCμ 高橋 道   

014901 Nexus TC 新垣 海斗   

13 014156 首里森庭球倶楽部 羽地 惺   

016031 GenTS 加賀 武蔵   

14 016295 GenTS 草場 裕仁   

     

15   Bye 2 古堅 惺南 [2]  

013631 Golden Seeds 古堅 惺南 [2] 源河 朝陽  

16 014103 GenTS 源河 朝陽  

   

  

令和３年１１月６日（土）漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50



令和3年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部)

Ｕ１４ＢＤ（１）
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

014245 Scratch Jr 上地 琉生 [1] 

1 012673 ユニバーサル 日渡 連次 上地 琉生 [1] 

   日渡 連次 

2   Bye 1   

016623 与勝中学校 仲本 怜生   

3 016615 与勝中学校 榮門 柊斗 仲本 怜生  

   榮門 柊斗  

4   Bye 32   

016183 与勝中学校 久保田 琉希   

5 016115 与勝中学校 佐伯 昊政   

016120 安岡中学校 吉田 六希   

6 014908 安岡中学校 東恩納 逞   

     

7   Bye 15 原田 幹太郎  

016329 PHT 原田 幹太郎 外間 俐紀  

8 015923 PHT 外間 俐紀   

016499 石田中学校 吉田 莉勇斗ディーン   

9 016500 石田中学校 石高 晃   

015497 PHT 幸地 健志   

10 013373 PHT 新川 結也   

016208 与勝中学校 小橋川 桜輝   

11 016076 与勝中学校 森根 蓮 小橋川 桜輝  

   森根 蓮  

12   Bye 24   

     

13   Bye 25 森根 琉比  

016616 与勝中学校 森根 琉比 當山 詠琉  

14 016619 与勝中学校 當山 詠琉   

     

15   Bye 7 與儀 悠成 [8]  

014955 那覇中学校 與儀 悠成 [8] 馬詰 航  

16 014266 沖縄尚学中学校 馬詰 航   

014259 PHT 奥村 壮至 [4]   

17 014566 PHT 藤村 龍兵 奥村 壮至 [4]  

   藤村 龍兵  

18   Bye 3   

016378 宜野湾中学校 國吉 悠月   

19 016365 宜野湾中学校 譜久村 岳史 國吉 悠月  

   譜久村 岳史  

20   Bye 29   

012592 YKCT 下地 浩太郎   

21 013529 石田中学校 平良 祐音   

015997 首里中学校 大湾 喜生   

22 013651 首里中学校 小谷 悠斗   

     

23   Bye 13 北島 福の介  

016154 東中学校 北島 福の介 森岡 然  

24 014544 東中学校 森岡 然   

016043 山内中学校 下田 登志響   

25 016762 山内中学校 仲宗根 朱門 下田 登志響  

   仲宗根 朱門  

26   Bye 11   

014090 ユニバーサル 村木 優太   

27 014350 鏡原中学校 泉 幸樹 村木 優太  

   泉 幸樹  

28   Bye 21   

     

29   Bye 28 伊佐 拓己  

013507 TAGテニスアカデミー 伊佐 拓己 嘉味田 丞  

30 012158 真志喜中学校 嘉味田 丞   

     

31   Bye 5 松田 龍樹 [6]  

012524 北谷中学校 松田 龍樹 [6] 植村 大河  

32 010373 GenTS 植村 大河  

令和３年１１月１３日（土）県総合運動公園レクリエーションドーム　受付8：30～8：50

　決勝戦　



令和3年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部)

Ｕ１４ＢＤ（２）
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

012675 PHT 国吉 真弦 [5]  

33 013511 PHT 大山 拓真 国吉 真弦 [5] 

   大山 拓真 

34   Bye 6   

016122 与勝中学校 佐々木 天音   

35 016147 与勝中学校 那覇 朔大朗 佐々木 天音  

   那覇 朔大朗  

36   Bye 27   

     

37   Bye 22 喜久里 至道  

015999 首里中学校 喜久里 至道 宮城 圭  

38 012063 首里中学校 宮城 圭   

016526 嘉手納中学校 宮城 佳暉   

39 016540 嘉手納中学校 宮城 道人   

012440 Nexus TC 喜久里 琉生   

40 013228 Nexus TC 山川 倖和   

016056 美里中学校 仲村 海斗   

41 016057 YKCT 大城 友希 仲村 海斗  

   大城 友希  

42   Bye 14   

016007 石田中学校 小嶺 隼人   

43 015995 石田中学校 田村 洸梓 小嶺 隼人  

   田村 洸梓  

44   Bye 19   

015879 沖縄東中学校 佐々木 彪雅   

45 015876 沖縄東中学校 呉屋 煌己   

016361 eクラブ 下地 史也   

46 015611 eクラブ 嘉数 玲   

     

47   Bye 4 大城 璃空 [3]  

013549 TAGテニスアカデミー 大城 璃空 [3] 知花 青空  

48 014915 TAGテニスアカデミー 知花 青空   

015867 宜野湾中学校 中地 晃大 [7]   

49 015869 宜野湾中学校 神谷 学人 中地 晃大 [7]  

   神谷 学人  

50   Bye 8   

016169 名護中学校 田本 和輝   

51 016168 名護中学校 運天 獅琉   

010239 TCμ 内川 大二朗   

52 012248 Rise TC 知念 秀彦   

     

53   Bye 23 濱元 琉久  

013525 YKCT 濱元 琉久 知念 颯太郎  

54 015330 STJT 知念 颯太郎   

     

55   Bye 10 宮城 頼人  

016539 嘉手納中学校 宮城 頼人 新垣 颯来  

56 016660 嘉手納中学校 新垣 颯来   

015919 宜野湾中学校 東恩納 怜央   

57 015866 宜野湾中学校 當山 功貴 東恩納 怜央  

   當山 功貴  

58   Bye 16   

015529 沖縄東中学校 加賀 小次郎   

59 012756 沖縄東中学校 山本 延ノ助   

015815 与勝中学校 森根 歩斗   

60 015733 UTC 田邉 理勇   

     

61   Bye 31 兼次 悠斗  

016014 首里中学校 兼次 悠斗 宮城 亮太  

62 015998 首里中学校 宮城 亮太   

     

63   Bye 2 浦崎 政辰 [2]  

014801 ユニバーサル 浦崎 政辰 [2] 矢野 琉悟  

64 014555 TCμ 矢野 琉悟  

令和３年１１月１３日（土）県総合運動公園レクリエーションドーム　受付8：30～8：50



令和3年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部)

Ｕ１６ＢＤ
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

014391 Scratch Jr 次呂久 由恭 [1] 

1 012939 Scratch Jr 渡辺 寛多 次呂久 由恭 [1] 

   渡辺 寛多 

2   Bye 1   

016581 球陽高校 町田 宗慶   

3 014619 球陽高校 野國 倖多   

010234 嘉数中学校 嘉手川 亨汰   

4 016528 嘉数中学校 比嘉 悠斗   

014841 首里高校 仲本 裕政   

5 014380 浦添高校 宮平 貴将   

015148 南星中学校 宮城 澄海   

6 013456 南星中学校 屋比久 琉惺   

015873 北谷高校 喜屋武 晃基   

7 010950 美里小学校 比嘉 惇壬定   

007475 TAGテニスアカデミー 福地 佑貴 [6]   

8 014215 TAGテニスアカデミー 阿南 斗唯   

012475 琉大附属中学校 北島 碧 [3]   

9 011608 琉大附属中学校 普久本 安裕 北島 碧 [3]  

   普久本 安裕  

10   Bye 3   

016568 首里高校 新城 琉偉   

11 014659 首里高校 玉那覇 龍樹   

016759 首里東高校 又吉 凌也   

12 014409 首里東高校 國吉 淳将   

010412 昭和薬科高校 中村 倫雅   

13 014463 昭和薬科高校 知念 琥珀   

016579 球陽高校 大城 勇梧   

14 011019 球陽高校 山城 幸也   

     

15   Bye 5 盛島 響希 [5]  

011212 石田中学校 盛島 響希 [5] 與那嶺 陽生  

16 011597 鏡原中学校 與那嶺 陽生   

013211 球陽高校 島袋 千寛 [7]   

17 014126 山内中学校 田場 大翔   

016535 名護高校 嘉数 理玖   

18 016533 名護高校 岸本 寿   

015467 具志川高校 仲里 朝陽   

19 015036 コザ高校 玉城 希   

016421 名護高校 宮城 裕太   

20 012933 名護高校 小浜 楓   

013747 小禄中学校 中澤 龍   

21 009469 沖縄尚学中学校 瀧口 悠   

014624 首里東高校 大村 朝修   

22 014697 首里東高校 平良 友樹   

     

23   Bye 4 伊是名 和樹 [4]  

012222 上山中学校 伊是名 和樹 [4] 潮平 拓己  

24 012239 Rise TC 潮平 拓己   

011472 名護高校 仲宗根 善杜 [8]   

25 015281 realize 比嘉 良介   

015068 首里高校 當真 聡太   

26 014707 首里高校 長山 真宙   

009608 昭和薬科高校 中村 拓磨   

27 010238 Nexus TC 内川 太朗   

014473 普天間高校 新城 安希   

28 014113 普天間高校 金子 雅紀   

014620 普天間高校 大城 太希   

29 014625 前原高校 高良 彪   

016536 名護高校 平良 射月   

30 016534 名護高校 平良 陸人   

     

31   Bye 2 呉屋 優毅 [2]  

011054 TCμ 呉屋 優毅 [2] 比嘉 輝  

32 010365 TAGテニスアカデミー 比嘉 輝  

令和３年１１月６日（土）漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50



令和3年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部)

Ｕ１８ＢＤ（１）
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 

002713 沖縄尚学高校 我謝 慎 [1] 

1 005865 沖縄尚学高校 谷口 結風 我謝 慎 [1] 

   谷口 結風 

2   Bye 1   

016182 読谷高校 島袋 颯斗   

3 013567 読谷高校 高橋 凛起 島袋 颯斗  

   高橋 凛起  

4   Bye 32   

015772 読谷高校 仲田 源   

5 013811 読谷高校 桃原 大吾   

014395 前原高校 仲地 草紫   

6 015868 前原高校 玉城 幸之将   

     

7   Bye 15 石原 清斗 [16]  

015902 北谷高校 石原 清斗 [16] 譜久村 大雅  

8 016114 北谷高校 譜久村 大雅   

010277 首里高校 国吉 友瑚 [11]   

9 011606 首里高校 平良 樹 国吉 友瑚 [11]  

   平良 樹  

10   Bye 9   

016761 糸満高校 今村 滉太   

11 016760 糸満高校 外間 悠斗   

007970 TAGテニスアカデミー 大城 達希   

12 006871 TAGテニスアカデミー 田口 慎太郎   

     

13   Bye 25 伊敷 日向  

016624 糸満高校 伊敷 日向 小橋川 聖  

14 016618 糸満高校 小橋川 聖   

     

15   Bye 7 仲間 望 [5]  

004795 沖縄尚学高校 仲間 望 [5] 大城 琉翔  

16 008663 沖縄尚学高校 大城 琉翔   

006866 沖縄尚学高校 盛島 光瑠 [3]   

17 015661 沖縄尚学高校 越村 勇斗 盛島 光瑠 [3]  

   越村 勇斗  

18   Bye 3   

015820 読谷高校 仲地 晃誠   

19 015813 読谷高校 屋良 駿青   

014704 北谷高校 比嘉 隆智   

20 015887 北谷高校 當山 孝皇   

014411 北谷高校 富田 清弥   

21 005400 普天間高校 島袋 紘也   

010411 球陽高校 小泉 耀世   

22 016580 球陽高校 石川 孝明   

     

23   Bye 13 久高 秀平 [14]  

014991 コザ高校 久高 秀平 [14] 富髙 包音  

24 012038 浦添高校 富髙 包音   

009548 沖縄東中学校 喜久川 楓 [10]   

25 008089 TCμ 宮里 琉星 喜久川 楓 [10]  

   宮里 琉星  

26   Bye 11   

015836 那覇西高校 久高 将海   

27 014416 那覇西高校 佐伯 亮磨   

015705 北谷高校 清川 翔   

28 014664 北谷高校 與那覇 英伍   

016627 糸満高校 幸地 秀弥   

29 016626 糸満高校 德元 大己   

014914 那覇高校 平良 博生   

30 016347 那覇高校 末好 祥太郎   

     

31   Bye 5 今村 Taven拓nichols[6]  

012961 北谷高校 今村 Taven拓nichols[6] 渡名喜 想太  

32 013799 北谷高校 渡名喜 想太  

令和３年１２月１２日（日）奥武山公園テニスコート　受付8：30～8：50
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令和3年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部)
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 

014780 那覇西高校 的場 颯人 [8]  

33 012078 那覇西高校 糸満 壱聖 的場 颯人 [8] 

   糸満 壱聖 

34   Bye 6   

009805 興南高校 伊佐 一澄   

35 012156 興南高校 嘉味田 尚也 伊佐 一澄  

   嘉味田 尚也  

36   Bye 27   

016628 糸満高校 宇都宮 颯玖   

37 016617 糸満高校 竹内 大翔   

013542 ユニバーサル 仲宗根 暖日   

38 014983 南星中学校 粟國 陽仁   

     

39   Bye 12 宮城 楓也 [12]  

012676 沖縄工業高校 宮城 楓也 [12] 熱田 和紀  

40 012674 沖縄工業高校 熱田 和紀   

014539 那覇工業高校 玉城 厚人 [13]   

41 013889 那覇高校 石原 圭都 玉城 厚人 [13]  

   石原 圭都  

42   Bye 14   

014617 読谷高校 シンプソン マイルズ琉   

43 016600 読谷高校 岸本 侑汰   

013413 球陽高校 ジョンソン 太陽   

44 013730 球陽高校 比嘉 悠登   

016363 沖縄尚学高校 佐久間 大海   

45 016352 沖縄尚学高校 河野 真大   

016109 那覇高校 上原 詩温   

46 012739 那覇高校 森根 和士   

     

47   Bye 4 佐久間 叶和 [4]  

003525 首里高校 佐久間 叶和 [4] 宮城 洸弥  

48 009492 首里高校 宮城 洸弥   

010945 TAGテニスアカデミー 小浜 守大郎 [7]   

49 006971 PHT 金城 朝夢 小浜 守大郎 [7]  

   金城 朝夢  

50   Bye 8   

009576 那覇国際高校 横山 蒼空   

51 012184 那覇国際高校 親富祖 佑成 横山 蒼空  

   親富祖 佑成  

52   Bye 26   

016098 那覇高校 牟田 知生   

53 016099 那覇高校 翁長 晃生   

012867 糸満高校 岡野 将暉   

54 014372 糸満高校 東内原 倫樹   

     

55   Bye 10 久場 瞭志 [9]  

009609 那覇国際高校 久場 瞭志 [9] 仲宗根 大遥  

56 013686 那覇国際高校 仲宗根 大遥   

008664 ユニバーサル 大城 優心 [15]   

57 009793 ユニバーサル 日渡 翔己 大城 優心 [15]  

   日渡 翔己  

58   Bye 16   

014598 北谷高校 仲宗根 駿   

59 014667 北谷高校 仲里 太一   

013437 那覇国際高校 嘉数 空   

60 013439 那覇国際高校 嘉数 陸   

013689 球陽高校 田場 碧   

61 012751 球陽高校 篠原 颯太   

006990 那覇西高校 譜久原 大夢   

62 013757 那覇西高校 高良 佳史   

     

63   Bye 2 大城 太志 [2]  

006955 首里高校 大城 太志 [2] 屋嘉比 梨恩  

64 012520 首里高校 屋嘉比 梨恩  

令和３年１２月１２日（日）奥武山公園テニスコート　受付8：30～8：50


