
主催 佐世保市テニス協会

協賛 （株）ダンロップスポーツマーケティング

期日 令和２年８月８日（土）

中学生男子

中学生女子
小学生６年生以下男子
小学生６年生以下女子
小学生３年生以下男子

小学生３年生以下女子 11：00集合

会場 佐世保市総合グラウンド庭球場（砂入り人工芝テニスコート１６面）

使用球 ダンロップフォート
※小学生３年生以下・・・・・グリーンボール

レフェリー 山髙　直史　　　連絡先０９０－３０１０－３３２８　メールn.ymtk88@gmail.com

試合方法 リーグ戦・小学生３年生以下女子順位戦・・・・・４ゲーム先取（ノーアドバンテージ）

トーナメント・小学生３年生以下決勝・・・・・・・・６ゲーム先取（ノーアドバンテージ）

注意事項 1.大会当日のエントリーは、申込代表者もしくはその代理の代表者１名が行ってください。
　その際、大会参加同意書の提出もお願いいたします。
　（大会参加同意書の提出がない場合は、出場をお断りしますのでご留意ください。）

２.試合はセルフジャッジで行う。
　（ジャッジが不安な選手は事前に本部に申し出てください。）

３.試合前の練習は、サービス４本のみ。

４.勝者判定（リーグ戦）は、下記の順で決定します。
（１）勝率
（２）同勝率者のたがいの対戦結果の勝者
（３）取得ゲーム率（取得ゲーム数÷プレーした全ゲーム数）

５.マイク放送で進行します。５分経過してもコートに現れない場合は、不戦敗とします。

６.組合せの上の名前の選手が、本部にてボールを受け取ってください。

７.勝者は試合終了後直ちに本部に結果報告し、ボールを返却してください。

８.感染症予防の観点から、試合中以外はマスクの着用をお願いいたします。

９.本大会のドロー表については、各自で印刷・持参いただきます様、お願いいたします。

10.敗退した選手は、感染症予防のため速やかにご帰宅いただきますようご協力お願い
　いたします。

8:00試合開始

第３７回　佐世保少年少女テニス大会　実施要項

10：30集合

R2.8.1現在



A 今里　航大 賽藤　壮志 松山　咲音 中島　悠真 順位

戸町中 今里　航大 73 39 5

東長崎中 賽藤　壮志 6 40

諫早附属中 松山　咲音 74

佐世保北中 中島　悠真

B 児玉　滉太 江見  純哉 松永　光生 内田　築 順位

E・J　KING 児玉　滉太 69 35 1

長与第二中 江見  純哉 2 36

長崎東中 松永　光生 70

諫早附属中 内田　築

C 末永　一哲 松田　遥貴 吉見　拓真 渡邊　裕起 順位

東長崎中 末永　一哲 71 37 3

日宇中 松田　遥貴 4 38

長崎東中 吉見　拓真 72

諫早附属中 渡邊　裕起

D 中川　晶生伶 迫　雅樹 長谷津　祐心 宮良　大翼 順位

海星中 中川　晶生伶 75 41 7

諫早附属中 迫　雅樹 8 42

南有馬中 長谷津　祐心 76

佐世保北中 宮良　大翼

E 正林　祐人 高林　蒼空 西山　冴 木本　徠斗 順位

相浦中 正林　祐人 77 43 9

諫早附属中 高林　蒼空 10 44

長大附属中 西山　冴 78

佐世保北中 木本　徠斗

F 栄　健介 大塚　修太朗 松尾　純平 吉永　寛汰 順位

柚木中 栄　健介 79 45 11

海星中 大塚　修太朗 12 46

長大附属中 松尾　純平 80

佐世保北中 吉永　寛汰

G 吉田　響 桝屋　雅輝 森保　光平 林　昴星 順位

海星中 吉田　響 81 47 13

諫早附属中 桝屋　雅輝 14 48

精道三河台小 森保　光平 82

佐世保北中 林　昴星

H 坂口　吉次 百合永　一惺 藤本　大輝 吉田　瑛斗 順位

清水中 坂口　吉次 83 49 15

佐世保北中 百合永　一惺 16 50

海星中 藤本　大輝 84

諫早附属中 吉田　瑛斗

I 賴田　己誠 定方　稜馬 近藤　健司 井元　絢太 順位

東長崎中 賴田　己誠 85 51 17

長崎東中 定方　稜馬 18 52

長大附属中 近藤　健司 86

佐世保北中 井元　絢太

J 平山　寛汰 北田　悠斗 徳本　哲春 菅　悠輔 順位

東長崎中 平山　寛汰 87 53 19

岩屋中 北田　悠斗 20 54

海星中 徳本　哲春 88

佐世保北中 菅　悠輔

K 白石　祐樹 指山　廉央 鶴田　智彬 川口　輝 順位

海星中 白石　祐樹 89 55 21

佐世保北中 指山　廉央 22 56

長大附属中 鶴田　智彬 90

諫早附属中 川口　輝

L 今里　泰地 山口　蔵人 根本　一輝 鍵野　太一 順位

戸町中 今里　泰地 91 57 23

佐世保北中 山口　蔵人 24 58

長大附属中 根本　一輝 92

諫早附属中 鍵野　太一

N 山口　琢磨 岩本  璃空 竹内　陽彩 福田　和弘 順位

東長崎中 山口　琢磨 93 59 25

長与第二中 岩本  璃空 26 60

長大附属中 竹内　陽彩 94

佐世保北中 福田　和弘

M 石橋　絆 𠮷田　然 小島　知徳 木寺　悠雅 順位

清水中 石橋　絆 95 61 27

波佐見中 𠮷田　然 28 62

海星中 小島　知徳 96

佐世保北中 木寺　悠雅

O 坂口　吉貴 竹永　翔 森　登志樹 松尾　勇樹 順位

清水中 坂口　吉貴 97 63 29

早岐中 竹永　翔 30 64

長大附属中 森　登志樹 98

佐世保北中 松尾　勇樹

P 森　颯也 増田　理裕 木寺　泰雅 吉田　幸志郎 順位

長与南小 森　颯也 99 65 31

東長崎中 増田　理裕 32 66

佐世保北中 木寺　泰雅 100

諫早附属中 吉田　幸志郎

Q 児島　龍太郎 中尾　航大 藤田　康平 佐々木　悠成 順位

長大附属中 児島　龍太郎 101 67 33

諫早附属中 中尾　航大 34 68

大野中 藤田　康平 102

佐世保北中 佐々木　悠成

115

111

109

116

118

117

110

106

112

113

108

114

中学生男子

103

107

104

105



A 福田　紗月 牧島　萌夏 江口　星花 鈴田　優凛 馬場　さくら 順位

長大附属中 福田　紗月 81 32 18 1

諫早附属中 牧島　萌夏 57 2 31

長大附属小 江口　星花 82 17

諫早附属中 鈴田　優凛 58

諫早附属中 馬場　さくら

B 今里  遥香 福田　心花 朝長　葵 村井　凛南 順位

諫早中 今里  遥香 61 35 5

長崎東中 福田　心花 6 36

諫早附属中 朝長　葵 62

諫早附属中 村井　凛南

C 平片　亜呼 高林　羽美 本島　悠里 新井　咲楽 順位

海星中 平片　亜呼 63 37 7

長崎日大中 高林　羽美 8 38

諫早附属中 本島　悠里 64

諫早附属中 新井　咲楽

D 芳野　里帆 陰山　莉愛 中川　紗菜 増田　知優 順位

玖島中 芳野　里帆 65 39 9

長大附属中 陰山　莉愛 10 40

諫早附属中 中川　紗菜 66

諫早附属中 増田　知優

E 大岡　梨乃 松尾　柚季 井澤　美月 後田　桃菜 順位

長大附属中 大岡　梨乃 67 41 11

諫早附属中 松尾　柚季 12 42

佐世保北中 井澤　美月 68

諫早附属中 後田　桃菜

F 中村　奈央 竹内　碧彩 久保川　陽菜 岩下　怜雅 順位

長大附属中 中村　奈央 69 43 13

高田小 竹内　碧彩 14 44

諫早附属中 久保川　陽菜 70

諫早附属中 岩下　怜雅

G 植松　未有 藤川　結衣 宋　瑞穂 伊澤　唯佳 順位

諫早附属中 植松　未有 71 45 15

長崎東中 藤川　結衣 16 46

長大附属中 宋　瑞穂 72

諫早附属中 伊澤　唯佳

H 山髙　心慎 岡本　美七海 田中　日菜 権藤　結良 順位

中里小 山髙　心慎 86 55 29

諫早附属中 岡本　美七海 30 56

長大附属中 田中　日菜 87

諫早附属中 権藤　結良

I 山田　悠乃葉 松原　千璃 森　咲百合 宇野　理穂 順位

長崎日大中 山田　悠乃葉 73 47 21

諫早附属中 松原　千璃 22 48

長大附属中 森　咲百合 74

諫早附属中 宇野　理穂

J 𠮷川　翠咲 立花　鈴香 大津　舞 村田　真央 順位

諫早附属中 𠮷川　翠咲 75 49 23

西浦上小 立花　鈴香 24 50

長大附属中 大津　舞 76

諫早附属中 村田　真央

K 原田  あすか 竹内　伶 七田　華音 石田　真麻 順位

長与第二中 原田  あすか 77 51 25

長大附属中 竹内　伶 26 52

諫早附属中 七田　華音 78

諫早附属中 石田　真麻

L 坂西　咲耶香 上河  果林 諸隈　彩葉 田嶋　あいり 順位

長崎東中 坂西　咲耶香 79 53 27

長与第二中 上河  果林 28 54

諫早附属中 諸隈　彩葉 80

諫早附属中 田嶋　あいり

N 小田　凜花 赤岩　利紗 久村　ひかる 柄本　希来里 小原　健愛 順位

西海中 小田　凜花 90 34 20 3

諫早附属中 赤岩　利紗 59 4 33

長大附属中 久村　ひかる 91 19

佐世保北中 柄本　希来里 60

諫早附属中 小原　健愛

98

95

中学生女子

83

84

85

88

96

97

89

92

93

94



A 緒方　一馬 中原　惟人 髙口　粋 指山　來人 中村　伊吹 順位

上山小 緒方　一馬 45 22 10 3

放虎原小 中原　惟人 33 4 21

上長崎小 髙口　粋 46 9

赤崎小 指山　來人 34

春日小 中村　伊吹

B 松隈　凛太郎 金子　淳之介 船津　漣斗 本山　大宝 野中　裕斗 順位

西北小 松隈　凛太郎 37 20 8 1

東山代小 金子　淳之介 25 2 19

大園小 船津　漣斗 38 7

清水小 本山　大宝 26

津吉小 野中　裕斗

C 林田　稜真 久原　圭人 上河  浩太 久保田　裕太 順位

吉井南小 林田　稜真 39 27 13

西浦上小 久原　圭人 14 28

長与小 上河  浩太 40

早岐小 久保田　裕太

D 元山　聡介 古市　蒼空 林田　優俄 山田　大河 順位

西北小 元山　聡介 41 29 15

城山小 古市　蒼空 16 30

高城台小 林田　優俄 42

福石小 山田　大河

E 舟越  蓮 中原　幹太 𠮷田　未杜 石田　湊大 順位

長与南小 舟越  蓮 43 31 17

高田小 中原　幹太 18 32

波佐見南小 𠮷田　未杜 44

黒髪小 石田　湊大

F 中村唯人 平野　晟凪 立花　蔵之助 只安　葵 小笠原　茅乃進 順位

長与南小 中村唯人 49 24 12 5

長大附属小 平野　晟凪 35 6 23

西浦上小 立花　蔵之助 50 11

日見小 只安　葵 36

山里小 小笠原　茅乃進

A 野上　優翔 中村　吉助 拝﨑　叶多 江見  柊真 順位

日見小 野上　優翔 9 5 1

大浦小 中村　吉助 2 6

広田小 拝﨑　叶多 10

長与南小 江見  柊真

B 佐藤　豪太 朝井　逞人 松尾琢也 平山　宏太 順位

城山小 佐藤　豪太 11 7 3

日野小 朝井　逞人 4 8

長与南小 松尾琢也 12

竹松小 平山　宏太

小学生男子6年生以下

51

47

53

48

52

小学生男子3年生以下

13



A 宮田　夢子 竹内　乙華 長谷津　心蕗 中村　咲結 永田　琥珀 順位

三城小 宮田　夢子 22 14 8 1

長大附属小 竹内　乙華 19 2 13

南有馬小 長谷津　心蕗 23 7

喜々津東小 中村　咲結 20

日見小 永田　琥珀

B 小島　桜子 山田　清葉 出口　未桜 喜々津　ゆめ 順位

喜々津東小 小島　桜子 15 9 3

みはる台小 山田　清葉 4 10

長与小 出口　未桜 16

竹松小 喜々津　ゆめ

C 兒島　加純 朝井　つぐみ 荒木　七奈 神門　みなみ 順位

山里小 兒島　加純 17 11 5

日野小 朝井　つぐみ 6 12

小榊小 荒木　七奈 18

城山小 神門　みなみ

A 山髙　心豊 平田　楓 林田　杏夏 順位

中里小 山髙　心豊 5 1 A1

真津山小 平田　楓 3 A2

高城台小 林田　杏夏 A3

B 中村　莉心 渡部　梨央 出口麻央 順位 B3 　7 8 9

喜々津東小 中村　莉心 6 2 B2

桜ヶ丘小 渡部　梨央 4 B1

長与小 出口麻央

24

21

小学生女子6年生以下

小学生女子３年生以下



大会参加者・保護者様各位

　　　　佐世保市テニス協会

試合出場にあたり感染予防対策注意事項

・ 会場内の人数を減らすために、付添い以外の観戦でのご来場はお控えください。

　 会場には出場者と付添者（なるべく少人数）でお越しください。

・ 大会会場では、試合中以外は出来るだけマスク着用をお願いします。

・ 大会会場入場及び試合前後は、手洗いやうがい等をこまめに行い、各自で感染

　 予防策を行ってください。（協会で消毒液を用意します。）

・ 出場の際は、「出場同意書」を必ず持参して本部に提出してください。提出が

　 無い場合は、大会出場をお断りします。（その際の返金は致しません。）

・ 大会本部内は、選手及び付添者の出入口りを禁止します。

・ 本部への出場受付及び試合前のボール受取り、試合後報告は１人でお願いします。

・ 試合中のボールの受け渡しは、手渡し禁止とします。

・ 試合中の得点版の接触は１人の選手が行ってください。

・ 本試合前後の握手はしないかわりに、開始前に「よろしくお願いします」、終

　 了後に「ありがとうございました」と言ってお辞儀の挨拶とします。

　 「握手」は、対戦相手を「リスペクト」することを行動で表すものです。「握

　 手」という行動が重要なのではなく、その根底にある相手をリスペクトすると

　 いうスポーツマンシップこそが大切だと思います。しばらくの間、握手という

　 形でスポーツマンシップを示すことは出来ませんが、テニスプレーヤーとして

　 のスポーツマンシップは変わらず大切にして頂きますようにお願いします。



佐世保市テニス協会

出場同意書

　佐世保市テニス協会　第３７回佐世保少年少女テニス大会に出場するにあたり、

　下記項目を確認し、出場することに同意します。

チェック 　同意の場合はチェック欄に印をつけてください。

　今朝の体温は37.5度以下であった。

　今大会１週間前から発熱の症状はなかった。

　今大会１か月以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との

　濃厚接触は無い。

　今大会１か月以内に新型コロナウイルス同居家族や身近な知人に感

　染が疑われる方はいない。

　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
　発表されている国、地域等への渡航、並びに当該在住者との濃厚接

　触は無い。

　「試合出場にあたり感染予防対策注意事項」を確認し、大会中はこ

　れに応じます。

　今大会後に、選手が新型コロナウイルス感染が確認された場合、佐

　世保市テニス協会への責任は追求しません。

全ての項目について、確認し同意します。

記入日　2020　年　8　月　　　　日

選手氏名

保護者氏名 （選手との続柄：　　　　　　　　　）


