
主　催

沖縄県総合運動公園・レク リエーションドーム

主　管 沖縄県テニス協会

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 沖縄県スポーツ少年
団

期　日

場　所

令和4年12月10日(土)・11日（日）

Sportsmanship
ス ポ ー ツ マ ン シ ッ プ

Friendship
フ レ ン ド シ ッ プ

Leadership
リ ー ダ ー シ ッ プ

Membership
メ ン バ ー シ ッ プ



　１．わたくしたちは、スポーツを愛する仲間とともに世界の
　　平和を築くために努力します。

　１．わたくしたちは、次の時代を担う子どもたちの
　　健全育成のために努力します。

　１．わたくしたちは、スポーツのもつ教育的役割を果たす
　　ために努力します。

　１．わたくしたちは、子どもたちのもつ無限の可能性を
　　開発するために努力します。

　１．わたくしたちは、つねに愛情と英知をもって
　　子どもたちと行動するよう努力します。

　１．わたくしたちは、スポーツのよろこびを学び、
　　友情と協力を大切にします。

　１．わたくしたちは、スポーツをとおして世界中の友だちと
　　力をあわせ、平和な世界をつくります。

日 本 ス ポ ー ツ 少 年 団 団 員 網 領

日 本 ス ポ ー ツ 少 年 団 指 導 者 網 領

　１．わたくしたちは、スポーツをとおして健康なからだと
　　心を養います。

　１．わたくしたちは、ルールを守り、他人に迷惑をかけない、
　　りっぱな人間になります。

　１．わたくしたちは、スポーツによって、自分の力を伸ばす
　　努力をします。



☆ ☆ ☆  大  会  役  員  ☆ ☆ ☆ 

大 会 長    神谷 良昌 

大 会 副 会 長    當眞 禮子、 吉野 淳 

競 技 会 長    平良 悟 

ス ー パ ー バ イ ザ ー    玉城 智 

デ ィ レ ク タ ー    宮城 光男 

アシスタントディレクター    寺田 勇、金城 成章、宮城 一士、下地 誠 

レ フ ェ リ ー    大嶺 和己 

アシスタントレフェリー    城間 修、比嘉 恵子、大城盛浩 

ロービングアンパイア    上原 義亜、明田川 怜、狩俣 美佐江、伊佐 真也 

佐久間 盛和、大湾 朝貴 

テ ニ ス 教 室 コー チ    金城 成章 （兼） 
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会 

開 催 要 項  

１．趣  旨        児童・生徒にスポーツの楽しさと喜びを知ってもらうと同時に、スポーツ少年団活動の活発

化を促進し、テニス競技を通して団員・指導者相互の交流による友情と仲間の連帯意識を

育成することを目的とする。 

２．主  催        公益財団法人沖縄県スポーツ協会 沖縄県スポーツ少年団 

               沖 縄 県  

３．主  管        沖縄県テニス協会 

４．協  力        各地域テニススポーツ少年団 

５．後  援        沖縄県スポーツ少年団指導者協議会 

６．期  日        令和４年 12月 10 日（土）・11 日（日）    

団 長 会 議   9：00     

試 合 開 始   9：30（予定） 

※新型コロナウイルス感染防止の観点から、開閉会式は行わない。 

※組合せは、事前の本部抽選とする。

屋外テニスコート 
レクリエーションドーム 

（屋内テニスコート） 

12/10 
男子 6年生以下クラス・5 年生以下クラス 

男子 4年生以下クラス・3 年生以下クラス 

男子 12 歳以下（小学生）オープンクラス 

女子 6年生以下クラス・5 年生以下クラス 

女子 4年生以下クラス・3 年生以下クラス 

女子 12 歳以下（小学生）オープンクラス 

12/11 
男子中学生初級者クラス 

男子中学生オープンクラス 

女子中学生初級者クラス 

女子中学生オープンクラス 

７．会  場     沖縄県総合運動公園テニスコート（12 面） 

            沖縄県総合運動公園レクリエーションドーム（8 面） 

〒904-2173 沖縄市比屋根 5-3-1 TEL：098-932-5114 

８．参加資格     １）令和４年度沖縄県スポーツ少年団に登録していること。 

２）令和４年度に限り、指導者の資格の有無は必須としない。 

３）スポーツ安全保険に加入していること。 

※上記に類する保険に加入している場合も認めるが、団指導者が確認の上で申込みを

すること。 

４）団員は保護者の承諾を得たものであること。 

９．競技種目     中学生オープンクラス               個人戦シングルス 

男女別・12 歳以下（小学生）オープン     個人戦シングルス 

男女・学年別（中学生～小学 3年生以下）  個人戦シングルス 

１０．競技方法及び競技ルール 

１）予選リーグは、1 ブロック 3～4 名でのリーグ戦とし、それぞれのブロック同順位による決勝ト

ーナメントで行う。 

２）予選リーグは、4 ゲーム先取ノーアドバンテージ方式とし、決勝トーナメントは 6 ゲーム先取

ノーアドバンテージ方式とする。 
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３）セルフジャッジとする。セルフジャッジが不安な選手は、保護者または所属する団による審

判補助をつけるものとする。 

※各団でのセルフジャッジのご指導をよろしくお願いします。 

           ※但し、天候不良や進行遅延等が発生した場合には、競技方法を短縮する場合がある。 

        試合前のウォーミングアップは、サービス 4本のみとする。 

１１．使 用 球   中学生オープンクラス               イエローボール：コート規格 通常 

12 歳以下オープンクラス                  イエローボール：コート規格 通常 

中学生初級者クラス                 イエローボール：コート規格 通常 

小学 6年生以下クラス・5 年生以下クラス     イエローボール：コート規格 通常 

小学 4年生以下クラス・3 年生以下クラス     グリーンボール：コート規格 通常 

１２．参加申込   提出期限：令和 4年 11 月 28 日（月）必着 

申込用紙：別 紙 

※所定の申込用紙に記入の上、市町村で取りまとめメールにて下記まで申込むこと。 

※参加単位団は、市町村スポーツ少年団へ申し込むこと。 

※参加申込の際は、スポーツ少年団登録システムから帳票書類を出力し、種目別に 

            選手の力量順に記載して添付すること。 

申込先： 

 〒900-0026 

那覇市奥武山町 51-2 沖縄県体協スポーツ会館  

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 

沖縄県スポーツ少年団あて 

 TEL：098-857-0017 FAX：098-857-0085 

Ｅメール：okisuposho@friend.ocn.ne.jp 

２）申し込み後のお問い合わせは下記連絡先にご連絡お願いします。 

 〒901-0152 

那覇市小禄 1-3-25 パラシオ大橋 101 

沖縄県テニス協会あて 

TEL：098-858-9120 FAX：098-858-8683 

Ｅメール：ota2000@dream.ocn.ne.jp 

１３．表  彰     優勝にメダル・賞状を授与する。 

             2 位・3 位に賞状を授与する。 

１４．そ の 他   １）組合せは事前の本部抽選とし、主管団体役員立会いのもと厳正に行う。 

２）団代表者会議は、大会当日 8時 30 分より行う。 

３）原則、テニスウエア以外認めないが、団員で揃えている T シャツに限り着用を認める。 

４）ラケットのステンシルマークは認める。（JTA テニスルールブックで認可） 

５）参加チームは、単位団旗を持参し開会式に参加すること。 （新型コロナウイルス感染対策の

ため開会式実施なし） 

６）大会会場の駐車場に限りがありますので、車でのご来場は、相乗りでお願いします。 

７）大会終了後は、会場清掃及び後片付けを行い、弁当等のゴミは各自で持ち帰ること。 

８）参加資格を満たしていない団については、大会への参加はできないものとする。 

９）『大会１日目にテニス教室の開催を予定しております。 

希望者は、別紙(テニス教室参加申込書)にてテニス協会あて申込ください。 

教室開催についてのお問合せは、『要項 12.参加申込 2）の連絡先へお願いします。』 

10) 競技方法等については、天候その他やむを得ない理由で変更することがあります。 
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１５．新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する注意事項 

１）本大会は、「新型コロナウイルス感染症にかかる大会実施ガイドライン【参加者用】」および

「新型コロナウイルス感染予防対策として守って頂きたい事（沖縄県テニス協会策定）」に

基づき開催いたします。 

２）感染状況等によっては、大会を中止することがあります。 

３）その他感染拡大防止にかかる注意事項等については、別紙｢新型コロナウイルス感染防止

における対応について｣を必ずご確認ください。 
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

新型コロナウイルス感染防止における対応について

１．新型コロナウイルス感染防止にかかる各種対応について 

 １）開・閉会式について

   新型コロナウイルス対策防止の観点から、開・閉会式は行わない。

２）表彰について

   順位決定次第、本部席にて簡易表彰を行う。

３）観客について（保護者・引率含む）

保護者及び引率者については、１選手あたり１名までとする。

なお、チーム代表者は来場する保護者引率者の氏名・会場到着時の体温を、参加申込書の

備考欄に記入し、当日チェックリスト（個人用）と一緒に受付に提出すること。

４）チームの受付・会場入り時間について

両日ともに８時～受付開始。下記手順に沿って受付を行うこと。

５）受付について

①受付はチーム代表者１名にて行うこと。

②チーム代表者は、選手・保護者引率者のチェックリスト（個人用）を取りまとめる

こと。

③チーム代表者は選手、保護者・引率者の会場到着時の検温を行い、参加申込書の欄

に記入のうえ、チェックリストとあわせて、参加日ごとに受付に提出すること。 

（体温が３７．５度以上の方は入場を控えて頂きます。）

④受付後は、手指消毒を行い入場すること。

６）食事について 

 ・会場での食事は十分な距離を保ち、弁当等のゴミは各自持ち帰ること。

 ・熱中症予防として、こまめな水分補給を心がけること。 

６）各チームの待機場所について

  大会当日は、チーム毎にまとまり待機すること。

（消毒液については、各チームにて準備ください）

チーム代表者および参加者のみなさまへ 

本大会におけるすべての参加者の安全・安心確保のために、下記内容の確認および

沖縄県スポーツ協会策定「新型コロナウイルス感染症にかかる大会実施ガイドライン

【参加者用】」を熟読のうえ、遵守くださいますようお願いいたします。 

別 紙 
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７）試合終了後の観戦について

   試合終了をもって解散とし、速やかに帰宅すること。

２．チーム代表者および参加者・保護者・引率者へ 

 １）参加においては、沖縄県スポーツ協会策定「新型コロナウイルス感染症に係る大会実

施ガイドライン【参加者用】」および沖縄県テニス協会策定「新型コロナウイルス感染

予防対策として守って頂きたいこと」を遵守すること。

 ２）当日会場に出入りする方は、大会前後２週間の健康観察と大会当日の自宅出発前に必

ず検温および健康チェックを行い、提出様式を記入のうえ、チームで取りまとめて受

付にて提出すること。

 ３）運動中以外は、マスクを着用すること。また長時間のマスク着用の際は、熱中症予防

を心がけ、水分補給をこまめに行うこと。

 ４）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行うこと。

 ５）発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方

がいる場合、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等は参加をお控え下

さい。

 ６）大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、沖縄県スポー

ツ少年団に速やかに報告して下さい。

   沖縄県スポーツ少年団（TEL： ０９８―８５７―００１７）

 ７）その他、大会運営本部や審判の指示に従って対応すること。

３．その他 

今後の感染状況等によっては、大会を中止することがあります。
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【参加者用】 

令和２年８月２７日 

令和２年１０月２日改訂 

令和４年５月３０日改訂

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 

新型コロナウイルス感染症に係る大会等実施ガイドライン 

大会開催前（２週間前～） 

 １．本ガイドラインの内容を確認し、関係者へ周知徹底すること 

   （ガイドラインについて、チームでの事前ミーティング等必ず実施すること） 

２．健康観察（大会２週間前～当日） 

  ・参加者一人一人の健康観察を行うこと（別添様式を活用してください） 

  ・指導者や、会場入りを予定している保護者等も同様に健康観察を行うこと 

３．離島参加者等への確認 

  ・空路及び公共交通機関を利用する場合は、利用した便や座席を控え、マスク着用や手指

消毒の携行等の感染対策を行うこと 

  ・宿泊を伴う場合は、可能な限り個室対応とし、体調不良者等の対応について、予め宿泊

先と調整すること 

大会開催時 

１．下記６項目について、所定の提出様式にて大会主催者へ報告すること 

   ※ 項目④～⑥に該当する場合や当日発熱のある場合には参加を見合わせること 

    ①大会参加同意書 

    ②氏名・連絡先 

    ③大会当日の体温（自宅にて出発前の検温を実施すること） 

    ④過去２週間以内に発熱（37.5 度以上）、息苦しさ、強いだるさや風邪等症状の有無 

    ⑤過去２週間以内に感染拡大地域や国への訪問歴、または当該地域から来沖された方

との濃厚接触の有無 

    ⑥過去２週間以内に感染の疑いのある方または感染者との濃厚接触の有無 

２．会場へ持参するもの 

  ・マスク（代表者はマスク忘れや破損等の為の予備のマスクを持参すること） 

  ・手洗い後に手を拭くためのタオルを各自持参すること 

３．受付について 

  ・代表者１名にて所定の提出様式を取りまとめのうえ、受付対応すること 

    ※継続した日程で開催する場合、都度所定の提出様式を提出のうえ受付を行うこと。 

  ・受付完了後、まとまってから会場へ入場をすること 

  ・会場入場の際は必ず手指消毒をすること 

  ・靴は靴箱を利用せず、各自で管理すること 

４．大会開催中の注意事項 

  ・大会期間中はマスクを着用すること（競技中のマスク着用は主催者の指示に従うこと） 

  ・こまめな手洗いや手指消毒を実施すること 

  ・試合終了後のベンチ等の消毒については、参加チームにて実施すること 

  ・控場所や観客席では、人との間隔を出来るだけ２ｍあけること 
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  ・握手やハイタッチ等の身体接触は控える事 

  ・大声での応援や会話は控えること 

  ・更衣室等の利用は短時間の利用とすること（人数制限等がある場合は遵守すること） 

  ・タオルや水分補給器は個人で持参し、共用で使用しないこと（共用物については管理・

消毒を徹底すること ※ベンチタオル等の持参は禁止） 

  ・食事の際は大皿など共用のものは避けること 

  ・スポーツドリンクの飲み残し等は指定の場所にて廃棄すること 

  ・ゴミの廃棄についてはビニール袋等にて密閉し、持ち帰ること 

  ・会場へ長時間の滞在は避け、事前・事後のミーティング時間の短縮等工夫を講じること 

  ・イベント参加前後の懇親会は極力控えること 

大会終了後の対応 

 １．大会終了後２週間は大会開催前同様健康観察を行うこと 

 ２．大会終了後２週間以内に発症した場合、速やかに主催者へ連絡すること 

その他全般事項 

 １．上記事項を遵守できない参加者には、他の参加者の安全確保の観点から、参加の取消や、

途中退場を求める場合がある 

２．大会参加者から感染者が出た場合、以下の項目に協力を依頼する場合があります 

  〇保健所の聞き取り調査への協力 

  〇濃厚接触者となった場合、沖縄県のガイドラインに従った自宅待機への協力 

３．新型コロナウイルス接触確認アプリ等の利用にご協力下さい 

【COCOA - 新型コロナウイルス接触確認アプリ（厚生労働省公式）のインストール方法】

（AppStore または GooglePlay で「接触確認アプリ」で検索・インストールして下さい） 

Google Play             App Store  

【RICCA 沖縄県‐新型コロナ対策パーソナルサポートのライン登録方法】

※QR コードをスキャンすると LINE 友だちに追加されます。

大会中止等運営に係る判断 

１．チーム関係者において感染者が出た場合には、状況を確認のうえ当該チームの参加を認め

ない場合がある

２．大会関係者に感染者が出た場合、状況を確認のうえ、大会を中止する場合がある 

３．感染拡大により、緊急事態宣言等が発令した場合には大会中止を検討する 

４．大会当日、会場にてチェックリストに該当する参加者を確認した際は、所属するチームの

参加を認めない場合がある 

～～～ みんなで守ろうみんなの安心 ～～～ 
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【参加者提出様式（個人用）】 

新型コロナウイルス感染症に係るチェックリスト

※自宅にて出発前に記入して下さい 

（発熱症状のある方、次の項目に該当する方は大会参加を見合わせて下さい）

№ チェック項目 回答欄 

１ 大会当日の体温をご記入ください。 度 

２ 

過去２週間以内に、発熱（37.5 度以上）、息苦しさ、強いだる

さや味覚・嗅覚の異常または風邪等の症状がありましたか（大

会当日を含む）。 

有り ・ 無し 

３ 

過去２週間以内に、感染が拡大している地域や国への訪問歴、

または当該地域から来沖された方との濃厚接触がありました

か。 

有り ・ 無し 

４ 
過去２週間以内に、感染の疑いのある方や、感染者との濃厚接

触はありましたか。 
有り ・ 無し 

  ※２～４について、該当する方に〇を付けて下さい。 

同 意 書

・                    大会参加にあたり、上記のとおり

健康上問題のないことを確認のうえ、新型コロナウイルス感染症に関するガイドラ

インを遵守し、大会に参加する事に同意いたします。 

令和  年  月  日 

区   分： 指導者 ・ 選手 ・ その他 

氏   名：                

保護者署名：                

連 絡 先：                

※未成年者については、保護者署名記入必須のうえ、 

連絡先へ保護者連絡先を記入して下さい。 
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（男子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 首里テニススポーツ少年団 玉城 正乃輔 タマキ ショウノスケ 小2
2 識名テニススポーツ少年団 松永 和眞 マツナガ カズマ 小3

（男子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 西原ジュニアテニスクラブ 平山 信隆 ヒラヤマ ノブタカ 小4
2 西原ジュニアテニスクラブ 仲宗根 朝陽 ナカソネ アサヒ 小4
3 西原ジュニアテニスクラブ 糸数 恭和 イトカズ キョウワ 小4
4 西原ジュニアテニスクラブ 照喜名 朝友 テルキナ アシュウ 小4
5 南風原テニススポーツ少年団 仲村 航世 ナカムラ コウセイ 小4
6 小禄テニススポーツ少年団 前泊 宏達 マエドマリ ヒロタツ 小4
7 おもろスポーツ少年団 壱岐 旬 イキシュン 小4
8 おもろスポーツ少年団 大城 結理 オオシロ ユウリ 小4
9 糸満テニススポーツ少年団 平原 俊祐 ヒラハラ シュンスケ 小4

（男子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 西原ジュニアテニスクラブ 弓削 柊太 ユゲ シュウタ 小5
2 南風原テニススポーツ少年団 上原 弓槻 ウエハラ ユツキ 小5
3 おもろスポーツ少年団 大城 吏潤 オオシロリジュン 小5

（男子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 浦添市ジュニアテニススポーツ少年団 照屋 利樹 テルヤ リキ 小6
2 浦添市ジュニアテニススポーツ少年団 仲宗根 昌飛 ナカソネ アキト 小6
3 浦添市ジュニアテニススポーツ少年団 大堀 宗介 オオホリ ソウスケ 小6
4 識名テニススポーツ少年団 嘉手納 圭祐 カデナ ケイスケ 小6
5 西原ジュニアテニスクラブ 新川 世名 アラカワ セナ 小6
6 西原ジュニアテニスクラブ 前代 茉音 マエシロ マオン 小6
7 西原ジュニアテニスクラブ 久貝 哲生 クガイ テツキ 小6
8 南風原テニススポーツ少年団 浦田 潤 ウラタ ジュン 小6
9 南風原テニススポーツ少年団 菊池 祐希 キクチ ユウキ 小6
10 南風原テニススポーツ少年団 仲村 俊哉 ナカムラ トシヤ 小6
11 南風原テニススポーツ少年団 照喜名 健 テルキナ タケル 小6
12 おもろスポーツ少年団 崎濱 秀弥 サキハマ シュウヤ 小6

（男子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 識名テニススポーツ少年団 坂元 幸 サカモト コウ 小5
2 おもろスポーツ少年団 原崎 琉希 ハラサキ リュウキ 小5

12歳（小学生）以下オープンクラス

エントリーリスト
令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

3年生以下クラス

4年生以下クラス

5年生以下クラス

6年生以下クラス
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（男子）
No. 団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年
1 西原ジュニアテニスクラブ 田中 陸人 タナカ リクト 中1
2 西原ジュニアテニスクラブ 平野 龍貴 ヒラノ ハク 中1
3 西原ジュニアテニスクラブ 城間 大輔 シロマ ダイスケ 中1
4 おもろスポーツ少年団 馬場琉伊 ババ ルイ 中1
5 おもろスポーツ少年団 馬場琥太郎 ババコタロウ 中1
6 おもろスポーツ少年団 市川 蓮 イチカワ レン 中1
7 おもろスポーツ少年団 井山 結介 イヤマ ユウスケ 中1
8 糸満テニススポーツ少年団 佐藤 良真 サトウ リョウマ 中1

（男子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 首里テニススポーツ少年団 新垣 海斗 シンガキ カイト 中1
2 首里テニススポーツ少年団 田場 理来 タバ リク 中1
3 小禄テニススポーツ少年団 崎山 詠市 サキヤマ エイイチ 中1
4 おもろスポーツ少年団 成田 一惺 ナリタ イッセイ 中1
5 おもろスポーツ少年団 仲村 康希 ナカムラコウキ 中1
6 おもろスポーツ少年団 仲谷 劉 ナカヤ リュウ 中1
7 おもろスポーツ少年団 馬詰 航 ウマヅメ ワタル 中2
8 識名テニススポーツ少年団 平良 陽音 タイラ ハルト 中2
9 識名テニススポーツ少年団 箱山 蒼介 ハコヤマ ソウスケ 中2
10 首里テニススポーツ少年団 羽地 惺 ハネジ サトル 中2
11 首里テニススポーツ少年団 上里 碧 ウエザト アオイ 中2
12 首里テニススポーツ少年団 川平 伶 カワヒラ レイ 中2
13 小禄テニススポーツ少年団 辻原 拓弥 ツジハラ タクヤ 中2
14 小禄テニススポーツ少年団 伊佐 和真 イサ カズマ 中2
15 識名テニススポーツ少年団 平良 祐音 タイラ ユウト 中3
16 小禄テニススポーツ少年団 大城 辰紀 オオシロ タツキ 中3
17 小禄テニススポーツ少年団 前泊 慎達 マエドマリ シンタツ 中3

中学生初級者クラス

中学生オープンクラス

令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会
エントリーリスト
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（女子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 識名テニススポーツ少年団 坂元 月 サカモト ツキ 小1
2 識名テニススポーツ少年団 太田 梛菜美 オオタ ナナミ 小3
3 識名テニススポーツ少年団 坂元 翆 サカモト スイ 小3
4 識名テニススポーツ少年団 今井 はるせ イマイ ハルセ 小3
5 識名テニススポーツ少年団 宮里 芽希 ミヤザト イブキ 小3
6 首里テニススポーツ少年団 羽地 新菜 ハネジ ニイナ 小3
7 首里テニススポーツ少年団 羽地 結菜 ハネジ ユイナ 小3

（女子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 浦添市ジュニアテニススポーツ少年団 仲宗根 聖奈 ナカソネ セイナ 小4
2 識名テニススポーツ少年団 阿波根 里穂 アハゴン リホ 小4
3 西原ジュニアテニスクラブ 呉屋 心渚 ゴヤ ミイナ 小4

（女子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 浦添市ジュニアテニススポーツ少年団 内山 結萌 ウチヤマ ユメ 小5
2 識名テニススポーツ少年団 明楽 凜々 ミョウラク リリ 小5
3 識名テニススポーツ少年団 松永 結和 マツナガ ユア 小5
4 おもろスポーツ少年団 原田すず ハラダスズ 小5
5 おもろスポーツ少年団 石和七海 イシワ ナナミ 小5

（女子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 識名テニススポーツ少年団 今井 なお イマイ ナオ 小6
2 識名テニススポーツ少年団 瑞慶覧 幸奈 ズケラン ユキナ 小6
3 識名テニススポーツ少年団 我如古 都華 ガネコ ミカン 小6
4 識名テニススポーツ少年団 真喜志 美桜 マキシ ミオ 小6
5 南風原テニススポーツ少年団 大濱 美音 オオハマ ミオン 小6
6 おもろスポーツ少年団 岸本 凛 キシモト リン 小6

（女子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 識名テニススポーツ少年団 山川 采女 ヤマカワ アヤメ 小3
2 小禄テニススポーツ少年団 真  夏未 マハナ ナツミ 小3
3 識名テニススポーツ少年団 宮坂 向葵 ミヤサカ アオイ 小4
4 おもろスポーツ少年団 久場 星樺 クバセイカ 小4
5 識名テニススポーツ少年団 比嘉 柚李 ヒガ ユウリ 小5
6 識名テニススポーツ少年団 大湾 優希 オオワン ユキ 小5
7 小禄テニススポーツ少年団 上原 千空 ウエハラ ソラ 小5

12歳（小学生）以下オープンクラス

エントリーリスト
令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

3年生以下クラス

4年生以下クラス

5年生以下クラス

6年生以下クラス
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（女子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 識名テニススポーツ少年団 嘉数 絢音 カカズ アヤネ 中1
2 識名テニススポーツ少年団 稲本 樹野 イナモト ジュノ 中1
3 識名テニススポーツ少年団 友利 桃花 トモリ モモカ 中1
4 首里テニススポーツ少年団 下地 絢音 シモジ アヤネ 中1
5 首里テニススポーツ少年団 仲田 莉唯 ナカダ マユ 中1
6 首里テニススポーツ少年団 松島 彩花 マツシマ アヤカ 中1
7 おもろスポーツ少年団 上間 美璃 ウエマ チュラ 中1
8 小禄テニススポーツ少年団 平田 結菜 ヒラタ ユウナ 中2

（女子）
団名 氏名 氏名（フリガナ） 学年

1 識名テニススポーツ少年団 次呂久 梨瑠 ジロク リル 小6
2 識名テニススポーツ少年団 宮野 紗綾 ミヤノ サアヤ 小6
3 首里テニススポーツ少年団 松代 紗衣 マツシロ サエ 小6
4 識名テニススポーツ少年団 阿波根 佳穂 アハゴン カホ 中1
5 首里テニススポーツ少年団 石川 奈那美 イシカワ ナナミ 中1
6 首里テニススポーツ少年団 仲村 朱理 ナカムラ アカリ 中1
7 識名テニススポーツ少年団 嘉数 実優 カカズ ミウ 中2
8 識名テニススポーツ少年団 板良敷 結衣 イタラシキ ユイ 中2
9 識名テニススポーツ少年団 今井 そら イマイ ソラ 中2
10 識名テニススポーツ少年団 新崎 那美 アラサキ ナミ 中2
11 識名テニススポーツ少年団 松田 優衣 マツダ ユイ 中2
12 首里テニススポーツ少年団 下地 華乃 シモジ カノ 中2
13 首里テニススポーツ少年団 仲本 有希 ナカモト ユウキ 中2
14 小禄テニススポーツ少年団 知念 春夏 チネン ハルカ 中2
15 小禄テニススポーツ少年団 保久盛 新菜 ホクモリ ニイナ 中2
16 小禄テニススポーツ少年団 宮城 璃衣子 ミヤギ リイコ 中2
17 小禄テニススポーツ少年団 平良 六河 タイラ ロカ 中2
18 小禄テニススポーツ少年団 石川 陽菜 イシカワ ヒナ 中2
19 小禄テニススポーツ少年団 賀数 心晴 カカズ コハレ 中2
20 小禄テニススポーツ少年団 平田 結花 ヒラタ ユウカ 中2
21 おもろスポーツ少年団 久場さくら クバサクラ 中2

令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

中学生初級者クラス

中学生オープンクラス

エントリーリスト
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

男子3年生以下-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手

登録

番号 所属団体 Final 勝者

1 識名 松永和眞

2 首里 玉城正乃輔
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

男子4年生以下-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

男子4年生以下 - グループ A

選手登録番号 所属団体 仲村航世 平山信隆 壱岐旬 勝敗 順位

1   南風原 仲村航世

2   西原 平山信隆

3   おもろ 壱岐旬

男子4年生以下 - グループ B

選手登録番号 所属団体 仲宗根朝陽 平原俊祐 糸数恭和 勝敗 順位

4   西原 仲宗根朝陽

5   糸満 平原俊祐

6   西原 糸数恭和

男子4年生以下 - グループ C

選手登録番号 所属団体 大城結理 前泊宏達 照喜名朝友 勝敗 順位

7   おもろ 大城結理

8   小禄 前泊宏達

9   西原 照喜名朝友
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

男子4年生以下-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手

登録

番号 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

1

2

3

4

5

6

7

8
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

男子5年生以下-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 弓削柊太 大城吏潤 上原弓槻 勝敗 順位

1  西原 弓削柊太

2  おもろ 大城吏潤

3  南風原 上原弓槻
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

男子6年生以下-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

男子6年生以下 - グループ A

選手登録番号 所属団体 照屋利樹 照喜名健 新川世名 勝敗 順位

1  浦添 照屋利樹

2  南風原 照喜名健

3  西原 新川世名

男子6年生以下 - グループ B

選手登録番号 所属団体 崎濱秀弥 大堀宗介 仲村俊哉 勝敗 順位

4  おもろ 崎濱秀弥

5  浦添 大堀宗介

6  南風原 仲村俊哉

男子6年生以下 - グループ C

選手登録番号 所属団体 久貝哲生 菊池祐希 嘉手納圭祐 勝敗 順位

7  西原 久貝哲生

8  南風原 菊池祐希

9  識名 嘉手納圭祐

男子6年生以下 - グループ D

選手登録番号 所属団体 浦田潤 仲宗根昌飛 前代茉音 勝敗 順位

10  南風原 浦田潤

11  浦添 仲宗根昌飛

12  西原 前代茉音
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

男子6年生以下-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

1    

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8    
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

男子小学生オープン-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com
選手

登録

番号 所属団体 Final 勝者

1 おもろ 原崎琉希

2 識名 坂元幸
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

男子中学生初級-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

男子中学生初級 - グループ A
選手登録番号 所属団体 平野龍貴 馬場琥太郎 田中陸人 市川蓮 勝敗 順位

1  西原 平野龍貴

2  おもろ 馬場琥太郎

3  西原 田中陸人

4  おもろ 市川蓮

男子中学生初級 - グループ B
選手登録番号 所属団体 城間大輔 馬場琉伊 佐藤良真 井山結介 勝敗 順位

5  西原 城間大輔

6  おもろ 馬場琉伊

7  糸満 佐藤良真

8  おもろ 井山結介
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

男子中学生初級-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者

1

2

3

4
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

男子中学生オープン-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

男子中学生オープン - グループ A
選手登録番号 所属団体 仲村康希 [1] 上里碧 [8] 崎山詠市 箱山蒼介 勝敗 順位

1 おもろ 仲村康希 [1]

2 首里 上里碧 [8]

3 小禄 崎山詠市

4 識名 箱山蒼介

男子中学生オープン - グループ B
選手登録番号 所属団体 羽地惺 [2] 馬詰航 [10] 平良陽音 前泊慎達 勝敗 順位

5 首里 羽地惺 [2]

6 おもろ 馬詰航 [10]

7 識名 平良陽音

8 小禄 前泊慎達

男子中学生オープン - グループ C
選手登録番号 所属団体 成田一惺 [4] 新垣海斗 [9] 伊佐和真 勝敗 順位

9 おもろ 成田一惺 [4]

10 首里 新垣海斗 [9]

11 小禄 伊佐和真

男子中学生オープン - グループ D
選手登録番号 所属団体 平良祐音 [3] 田場理来 [7] 辻原拓弥 勝敗 順位

12 識名 平良祐音 [3]

13 首里 田場理来 [7]

14 小禄 辻原拓弥

男子中学生オープン - グループ E
選手登録番号 所属団体 仲谷劉 [5] 大城辰紀 [6] 川平伶 勝敗 順位

15 おもろ 仲谷劉 [5]

16 小禄 大城辰紀 [6]

17 首里 川平伶
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

男子中学生オープン-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

1

2 Bye

3

4

5

6

7 Bye

8
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

女子3年生以下-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

女子3年生以下 - グループ A
選手登録番号 所属団体 今井はるせ 羽地結菜 坂元翆 勝敗 順位

1   識名 今井はるせ

2   首里 羽地結菜

3   識名 坂元翆

女子3年生以下 - グループ B
選手登録番号 所属団体 坂元月 羽地新菜 宮里芽希 太田梛菜美 勝敗 順位

4   識名 坂元月

5   首里 羽地新菜

6   識名 宮里芽希

7   識名 太田梛菜美
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

女子3年生以下-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者

1

2

3

4
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

女子4年生以下-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 阿波根里穂 呉屋心渚 仲宗根聖奈 勝敗 順位

1   識名 阿波根里穂

2   西原 呉屋心渚

3   浦添 仲宗根聖奈
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

女子5年生以下-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 松永結和 明楽凜々 内山結萌 石和七海 原田すず 勝敗 順位

1   識名 松永結和

2   識名 明楽凜々

3   浦添 内山結萌

4   おもろ 石和七海

5   おもろ 原田すず
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

女子6年生以下-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

女子6年生以下 - グループ A
選手登録番号 所属団体 大濱美音 真喜志美桜 我如古都華 勝敗 順位

1   南風原 大濱美音

2   識名 真喜志美桜

3   識名 我如古都華

女子6年生以下 - グループ B
選手登録番号 所属団体 今井なお 岸本凛 瑞慶覧幸奈 勝敗 順位

4   識名 今井なお

5   おもろ 岸本凛

6   識名 瑞慶覧幸奈
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

女子6年生以下-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者

1

2

3

4

31



令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

女子小学生オープン-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

女子小学生オープン - グループ A
選手登録番号 所属団体 大湾優希 [1] 山川采女 [3] 上原千空 勝敗 順位

1   識名 大湾優希 [1]

2   識名 山川采女 [3]

3   小禄 上原千空

女子小学生オープン - グループ B
選手登録番号 所属団体 宮坂向葵 [2] 真 夏未 久場星樺 比嘉柚李 勝敗 順位

4   識名 宮坂向葵 [2]

5   小禄 真 夏未

6   おもろ 久場星樺

7   識名 比嘉柚李
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

女子小学生オープン-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者

1

2

3

4
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

女子中学生初級-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

女子中学生初級 - グループ A
選手登録番号 所属団体 平田結菜 松島彩花 友利桃花 仲田莉唯 勝敗 順位

1   小禄 平田結菜

2   首里 松島彩花

3   識名 友利桃花

4   首里 仲田莉唯

女子中学生初級 - グループ B
選手登録番号 所属団体 嘉数絢音 下地絢音 上間美璃 稲本樹野 勝敗 順位

1   識名 嘉数絢音

2   首里 下地絢音

3   おもろ 上間美璃

4   識名 稲本樹野
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

女子中学生初級-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者

1

2

3

4
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令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

女子中学生オープン-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

女子中学生オープン - グループ A
選手登録番号 所属団体 次呂久梨瑠 [1]  平田結花 下地華乃 勝敗 順位

1 識名 次呂久梨瑠 [1]  

2 小禄 平田結花

3 首里 下地華乃

女子中学生オープン - グループ B
選手登録番号 所属団体 宮野紗綾 [2]  仲本有希 石川陽菜 勝敗 順位

4 識名 宮野紗綾 [2]  

5 首里 仲本有希

6 小禄 石川陽菜

女子中学生オープン - グループ C
選手登録番号 所属団体 保久盛新菜 [4]  阿波根佳穂 今井そら 勝敗 順位

7 小禄 保久盛新菜 [4]  

8 識名 阿波根佳穂

9 識名 今井そら

女子中学生オープン - グループ D
選手登録番号 所属団体 松代紗衣 [3]  松田優衣 [11]  賀数心晴 勝敗 順位

10 首里 松代紗衣 [3]  

11 識名 松田優衣 [11]  

12 小禄 賀数心晴

女子中学生オープン - グループ E
選手登録番号 所属団体 久場さくら [7]  知念春夏 [9]  新崎那美 勝敗 順位

13 おもろ 久場さくら [7]  

14 小禄 知念春夏 [9]  

15 識名 新崎那美
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女子中学生オープン - グループ F
選手登録番号 所属団体 板良敷結衣 [6]  石川奈那美 [8]  宮城璃衣子 勝敗 順位

16 識名 板良敷結衣 [6]  

17 首里 石川奈那美 [8]  

18 小禄 宮城璃衣子

女子中学生オープン - グループ G
選手登録番号 所属団体 仲村朱理 [5]  平良六河 [10]  嘉数実優 勝敗 順位

19 首里 仲村朱理 [5]  

20 小禄 平良六河 [10]  

21 識名 嘉数実優

37



令和４年度沖縄県スポーツ少年団テニス交流大会

女子中学生オープン-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

1

2

3

4

5

6

7

8
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今日のプレー
素晴らしかったよ！

いい試合だったね！

公益財団法人 日本テニス協会

よろしくお願いします！ お互いベストを
尽く しましょう！
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