
1 主 催

2 主 管

3 特 別 協 賛

4 協 賛 （株）ジャックス

5 後 援 広島県　（公財）広島県体育協会　　広島市　（公財）広島市スポーツ協会

6 協 力 広島県テニス協会ジュニア委員会

7 日 時

8 会 場

9 種 目

10 ド ロ ー ジュニア委員会にて決定されました。

11 試 合 方 法

12 ル ー ル ＪＴＡ「テニスルールブック2020」によります。 （服装規定含む）

13 審 判 セルフジャッジ

14 使 用 球

 

15 参 加 料 ２４００円 （大会当日会場にてお支払い下さい）

16 委 員 トーメント・ディレクター … 溝上　健文

トーメント・レフェリー … 石井　勇司

アシスタント・レフェリー … 西村　りえ

17 集　　　　　  合 タイムスケジュールにより現地集合を原則とします。

       6日（土） 男子         8:40受付完了(9時試合開始）

女子       12:10受付完了

18 欠場連絡先 …… 担当末島

・　大会当日 レフェリー …… 090-4654-1985 注）8:30以降連絡がつきます

19 そ　　 の　　他

（４）この大会は選手を平等に扱います。

20 連 絡 事 項

〔広島県テニス協会ジュニア委員会〕

※　参加料について、ドロー公開後は支払い義務が発生します。

※　今後の状況により、急遽変更・中止になる場合があります。

公益財団法人　日本テニス協会

広島県テニス協会　

・　広島県テニス協会事務局（月～金）

※  選手及び引率の方は、【大会新型コロナウイルス感染対策ガイドライン】を確認して下さい。

（２）全国大会　未定

（１）優勝者が、全国大会へ出場できます。

（３）傷害などの応急処置は主催者側で行いますが、その後の責任は負いかねます。

※　選手及び引率の方は、　大会当日受付時に、別紙【症状チェックリスト】を提出して下さい。

ダンロップ　『FORT』

（株）三菱UFJ銀行

※完了時間40分前から受付開始

MUFGジュニアトーナメント2021
   【広島県予選大会実施要項】

８ゲームプロセット（８－８後タイブレーク）　　　　　

決勝戦のみ3タイブレークセット(予定)

ただし、天候その他の事情によりやむを得ない場合は試合方法を変更することがあります。

令和3年2月6日(土)・7日(日)

広島広域公園テニスコート(ハードコート)

広島県広島市安佐南区大塚西5-2-1

男女シングルス



MUFGジュニアトーナメント2021 広域公園テニスコート

男子シングルス-本戦 令和３年２月６日～７日

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinal Semifinals Final 勝者
  

1 やすいそ庭球部 藤原 陸 [1]  
   

2 FUTURE-ONE 前川 琉椰   
    

3 ＮＢテニスガーデン 藤光 翔   
    

4 HIROテニスプランニング 広瀬 慶明   
    

5 ＮＢテニスガーデン 金子 尚生   
    

6 Scratch 坂宮 大樹   
    

7 やすいそ庭球部 岡野 至流   
    

8 グリーンストーンヒルズ＋J 内田 歩志 [13/16]   
    

9 Ｔ-Ｓｔｅｐ 大塚 脩馬 [9/12]   
    

10 ＮＢテニスガーデン 三好 啓斗   
    

11 やすいそ庭球部 弓井 柊二   
    

12 Scratch 瀧本 琉   
    

13 Tension 山田 悠平   
    

14 やすいそ庭球部 岡増 佑太   
    

15 修道中学 三谷 咲仁   
    

16 みなみ坂ＴＳ 住田 涼成 [5/8]   
    

17 ＮＢテニスガーデン 打田 剛士 [3/4]   
    

18 やすいそ庭球部 原 優斗   
    

19 やすいそ庭球部 山中 佑記   
    

20 みなみ坂ＴＳ 岡本 幸大   
    

21 FUTURE-ONE 前川 崇琉   
    

22 やすいそ庭球部 徳永 恢良   
    

23 ＮＢテニスガーデン 加藤 央悠   
    

24 福山テニス王国 大嶋 巧翔 [13/16]   
    

25 Tension 山本 輝 [9/12]   
    

26 やすいそ庭球部 坂根 祐   
    

27 Scratch 澤井 颯来   
    

28 ノア・インドアステージ広島西 中本 涼雅   
    

29 庭球館 松永 悠希   
    

30 ＮＢテニスガーデン 池下 侑真   
    

31 ＵＰ.Ｓｅｔ 森原 千一郎   
    

32 やすいそ庭球部 山﨑 光 [5/8]   



    
33 Tension 渡邉 栞太 [5/8]   

    
34 やすいそ庭球部 川元 秀五   

    
35 みなみ坂ＴＳ 西本 惺良   

    
36 FUTURE-ONE 山本 雄大   

    
37 ＮＢテニスガーデン 山口 将就   

    
38 やすいそ庭球部 山根 新太   

    
39 Scratch 瀧本 惺   

    
40 HIROテニスプランニング 広瀬 貴章 [9/12]   

    
41 ＮＢテニスガーデン 渡辺 咲玖 [13/16]   

    
42 Tension 増本 蒼士   

    
43 やすいそ庭球部 藤山 一千翔   

    
44 福山テニス王国 成広 遼太郎   

    
45 Scratch 鳥越 宥杜   

    
46 ＵＰ.Ｓｅｔ 江先 真優   

    
47 ＮＢテニスガーデン 小林 翠   

    
48 やすいそ庭球部 岩井 惺 [3/4]   

    
49 やすいそ庭球部 酒井 和 [5/8]   

    
50 ＮＢテニスガーデン 加藤 広悠   

    
51 Ｔ-Ｓｔｅｐ 田中 達也   

    
52 修道中学 曽田 拓夢   

    
53 やすいそ庭球部 為重 孝成   

    
54 ＮＢテニスガーデン 加藤 匠真   

    
55 HIROテニスプランニング 広瀬 智章   

    
56 Scratch 大下 遥希 [9/12]   

    
57 　ノア・インドアステージ広島西 廣本 陽優 [13/16]   

    
58 Tension 小村 瑛紀   

    
59 やすいそ庭球部 大島 碧斗   

    
60 ＮＢテニスガーデン 前川 智飛   

    
61 Scratch 川口 颯太   

    
62 NBテニスガーデン 倉光 晟永   

    
63 やすいそ庭球部 川元 晴空   

    
64 広島国際学院高校 窪田 晃大 [2]  



MUFGジュニアトーナメント2021 広域公園テニスコート

女子シングルス-本戦 令和３年２月６日～７日

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinal Semifinals Final 勝者
  

1 山陽女学園 髙 絢果 [1]  
  髙 絢果 [1] 

2  Bye   
    

3 やすいそ庭球部 田中 愛   
    

4 ＮＢテニスガーデン 加藤 優瑞希   
    

5 ＮＢテニスガーデン 竹内 澪穂   
    

6 リョーコーTC 藤井 綾乃   
    

7  Bye   
  清瀧 海香 [13/16]  

8 やすいそ庭球部 清瀧 海香 [13/16]   
    

9 ＮＢテニスガーデン 村田 結愛 [9/12]   
  村田 結愛 [9/12]  

10  Bye   
    

11 FUTURE-ONE 山本 千尋   
    

12 Tension 大塚 あや   
    

13 Scratch 大槻 早菜   
    

14 HIROテニスプランニング 竹堂 杏   
    

15  Bye   
  井上 季子 [5/8]  

16 やすいそ庭球部 井上 季子 [5/8]   
    

17 やすいそ庭球部 中岡 咲心 [3/4]   
  中岡 咲心 [3/4]  

18  Bye   
    

19 みなみ坂ＴＳ 濱崎 永遠   
    

20 Tension 上杉 日奈詩   
    

21 Scratch 吉田 瑞穂   
    

22 ＮＢテニスガーデン 山科 柚七   
    

23  Bye   
  濱本 弥 [13/16]  

24 T-Step 濱本 弥 [13/16]   
    

25 Scratch 竹友 夢莉 [9/12]   
  竹友 夢莉 [9/12]  

26  Bye   
    

27 庭球館 千倉 雪乃   
    

28 やすいそ庭球部 東浜 理花   
    

29 やすいそ庭球部 黒田 梨南   
    

30 ＮＢテニスガーデン 眞鍋 芽依   
    

31  Bye   
  平田 早希 [5/8]  

32 グリーンストーンヒルズ＋J 平田 早希 [5/8]   



    
33 やすいそ庭球部 上野 梨咲 [5/8]   

  上野 梨咲 [5/8]  
34  Bye   

    
35 リョーコーＴＣ 中村 瑠華   

    
36 アキラＩＴＣ 河野 光咲   

    
37 やすいそ庭球部 折本 はな   

    
38 ＮＢテニスガーデン 宝崎 叶実   

    
39  Bye   

  平田 里帆 [9/12]  
40 グリーストーンヒルズ＋J 平田 里帆 [9/12]   

    
41 ＮＢテニスガーデン 渡辺 葵依 [13/16]   

  渡辺 葵依 [13/16]  
42  Bye   

    
43 やすいそ庭球部 藤山 羽優   

    
44 山陽女学園 横山 侑來   

    
45 Scratch 田口 桜   

    
46 庭球館 松永 夢芽   

    
47  Bye   

  藤本 麻璃花 [3/4]  
48 みなみ坂TS 藤本 麻璃花 [3/4]   

    
49 　ノア・インドアステージ広島西 遠藤 愛渚 [5/8]   

  遠藤 愛渚 [5/8]  
50  Bye   

    
51 Tension 北國 芽吹   

    
52 グリーンストーンヒルズ＋J 中務 ひより   

    
53 ＮＢテニスガーデン 眞鍋 結衣   

    
54 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 山口 明里   

    
55  Bye   

  清田 あいこ [9/12]  
56 やすいそ庭球部 清田 あいこ [9/12]   

    
57 広陵高校 平川 瑠菜 [13/16]   

  平川 瑠菜 [13/16]  
58  Bye   

    
59 ＮＢテニスガーデン 髙木 和   

    
60 やすいそ庭球部 田中 花   

    
61 T-Step 日高 春奈   

    
62 Scratch 原 夏実   

    
63  Bye   

  井上 佳苗 [2]  
64 やすいそ庭球部 井上 佳苗 [2]  



１．参加者が遵守すべき事項

　　・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、
　　 地域への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合。

その他、主催者の指示や会場独自の予防策がある場合はそれに従って下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　・常にこまめな手洗い消毒、うがいの実施。
　　・ソーシャルデイスタンス２ｍを保つ。
　　・会場内を常に見回り感染対策遵守のチェックを行う。
　　
３．選手付き添いの方々にもチェックリストの提出をお願いいたします。
　　・対象は選手の家族・学校クラブ顧問・コーチ・その他関係者とします。

　　・タオルは手が触れる面と顔に触れる面を使い分けること。
　　・コートを出た後に速やかに手洗い消毒をしてください。
　　・サーバーへのボール手渡し禁止です。気になる選手は手袋の着用を認めます。

２．運営側の取り組み（スタッフも選手の予防注意事項と変わりなく遵守いたします）

　　・マスク、フェイスシールドの着用。

　　・コートに入る前にもう一度手指消毒をしてください。
　　・試合中はマスクを外して構いません。（呼吸困難・熱中症・脱水症状を避けるため）
　　・エンドチェンジについては、時計回り一方通行とします。
　　・試合後の握手は禁止します。
　　・ダブルスでのハイタッチは禁止します。休憩やポイント間の距離を保って下さい。
　　・選手は必ず自分のタオルを持参すること。タオルの貸し借りは禁止します。

　　・荷物は他人の物と離して置いてください。手持ち品の貸し借りはしないで下さい。
　　・自分のゴミは密封して持ち帰ってください。
　　・全ての試合が終了したら速やかに帰宅してください。
　　　・声を出しての応援は禁止します。

　③試合中は

　　・別紙、新型コロナウイルス感染症症状チェックリストを提出する事。
　　・当日朝、自宅で体温を測ってください。又大会受付でも検温いたします。
　　・マスクを常時着用して下さい。
　　　・常にこまめな手洗い（３０秒以上）消毒、うがいをしてください。
　　・手で顔や口を触らないでください。
　　・お互いの距離を保ってください。（ソーシャルデイスタンス２ｍ以上）

　　・３７．５度以上の発熱、咳、など体調がよくない場合。
　　・平熱を超える発熱。
　　・味覚や嗅覚の異常。
　　・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の有無。
　　・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

　②会場内では

2020年11月4日

大会新型コロナウイルス感染対策ガイドライン　　　　　広島県テニス協会

２０２０年９月１１日（公財）日本テニス協会公式テニストーナメントガイドラインＰｈａｓｅ２及び３に基づき実施致します。

　①下記に一つでも該当する場合は出場を禁止致します。



日付 広島県テニス協会

大会名 種目

氏名 年齢 ドロー番号

連絡先ー携帯電話

大会当日の体温

℃

大会前２週間における以下の事項の有無 ※有・無に○をしてください

有 無

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

※下記項目を確認の上，チェックして下さい。 ［確認されたら□に✓をしてください］

● □
● □
● □
● □

● □

　本チェックリストにより提出された情報は、本協会個人情報保護方針に基づいた取り扱いを行います。

過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の経
過観察を必要とされている国、地域への渡航又は
当該在住者との濃厚接触がある場合

マスクを持参し、着用します。

こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施します。

他の参加者、主催者スタッフ等との距離を確保します。

大会中に大きな声で会話、応援はしません。

感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の
指示に従います。

咳やのどの痛みなど風邪の症状

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

味覚や嗅覚の異常

体が重く感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃
厚接触の有無

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がい
る場合

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）症状チェックリスト
(選手用）

　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

平熱を超える発熱



日付 広島県テニス協会

大会名

氏名 年齢

連絡先ー携帯電話 選手との関係

大会当日の体温

℃

大会前２週間における以下の事項の有無
※有・無に○をしてください

有 無

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

※下記項目を確認の上，チェックして下さい。 ［確認されたら□に✓をしてください］

● □
● □
● □
● □

● □

　本チェックリストにより提出された情報は、本協会個人情報保護方針に基づいた取り扱いを行います。

過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の経
過観察を必要とされている国、地域への渡航又は
当該在住者との濃厚接触がある場合

マスクを持参し、着用します。

こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施します。

他の参加者、主催者スタッフ等との距離を確保します。

大会中に大きな声で会話、応援はしません。

感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の
指示に従います。

咳やのどの痛みなど風邪の症状

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

味覚や嗅覚の異常

体が重く感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃
厚接触の有無

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がい
る場合

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）症状チェックリスト
(選手関係者用）

　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

平熱を超える発熱



日付 広島県テニス協会

大会名

氏名 年齢

連絡先ー携帯電話

大会当日の体温

℃

大会前２週間における以下の事項の有無 ※有・無に○をしてください

有 無

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

※下記項目を確認の上，チェックして下さい。 ［確認されたら□に✓をしてください］

● □

● □

● □

● □

● □

● □
● 受付の際、スタッフにはマスク及びフェイスシールドを着用させる。 □

● □
インドアコートでの試合について、換気の悪い密閉空間とならないよ
う十分な換気を行う。

　本チェックリストにより提出された情報は、本協会個人情報保護方針に基づいた取り扱いを行います。

感染防止の為、主催者が実施すべき事項や参加者が遵守すべき事
項の掲示。
参加者・選手関係者・スタッフから「感染防止チェックリスト」の提出
を求める。

提出されたチェックリストは、個人情報取り扱いに充分留意し一定期
間の保存を行う。

運営デスクに手指消毒剤を設置する。
発熱が軽度でも、咳・咽頭痛などの症状がある選手・関係者には参
加見合わせを求める。

マスク着用の確認・三密になっている場合の注意喚起を促す。

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

味覚や嗅覚の異常

体が重く感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃
厚接触の有無

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、入国後の経
過観察を必要とされている国、地域への渡航又は
当該在住者との濃厚接触がある場合

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）症状チェックリスト
(大会関係・スタッフ用）

平熱を超える発熱

咳やのどの痛みなど風邪の症状


