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ディレクター　村田裕之 レフェリー　高野正次

注　意　事　項

大会運営は全て主催者に一任ください。

大会当日、お支払いください。

試合はプレーできる用意をして、試合開始１０分前までに出席の届出を済ませること。

出欠は取りません。但し日程変更は本部に掲示しますので確認してください。

試合が終わったら、次の試合の日程や時間の変更がないか本部に確認してください。

初戦敗退者は、練習マッチを予定しております。本部にてエントリーを受付けます。

天候や進行状況に応じて予定の変更があることをご理解ください。

＊＊ コ ロ ナ 対 策
① 大会期間中は、大会会場に来る全ての方が、体温チェックを行いマスク着用する。

体温チェック表の 提出をお願い致します。体調不十分な方・37.5度以上の体温の方の入場を禁止致します。

② 症状チェックリスト(COVID-19) は、県協会 H P 内より各自ダウンロードをお願い致します。

大会当日、受付時に提出をお願い致します。会場内観戦者も含む全ての入場者。 

③ 会場内では、各自マスクを持参し試合中以外はマスクの着用をお願いします。 

④ 会場内での大きな声による会話、応援は行わずソーシャルディスタンス（２ｍを目安）を保つ事。 

⑤ 試合の始めと終わりの挨拶は、会釈のみとする。 

⑥ 試合中は、ラケット・ボール等試合に必要としないもの以外は手で触れないことにする。

⑦ 大会に参加してから7日間以内に、新型コロナウィルス感染症の症状が出た全ての参加者・ 会場内観戦者は、

適切な追跡調査のためにトーナメントディレクターに連絡すること

1 . 試合球はヨネックス ツアープラチナム を使用いたします。

2 . 試合の勝者は試合球と結果を直ちに本部に届けてください。

3 . 試合はトーナメント方式８ゲームプロセットとします。 （天候等により変更あります）

4 . 試合の練習はサービス４本とし、練習後直ちに試合を開始して下さい。

5 . 試合中の『けいれん』の処理時間は認めません。

6 . 服装・ロゴは「ＪＴＡルールブック:最新版」に準ずる。

1 . 試合を全てセルフジャッジで行います。

セルフジャッジの方法

「セルフジャッジ５原則（日本テニス協会ＨＰ内情報、フェアプレイ推進を参照）を守りましょう」　別紙参照

・ アウト・フォールトの時は直ちに相手に分かる様に大きな声でコールする。

または片手を上げて相手に示す。疑わしいボールはインとする。

・ サーバーはサーブを打つ前、レシーバーに聞こえる声でスコアをアナウンスする。

・ レシーバーはゲームスコア、ポイントスコアが間違っていた場合は直ちに訂正を求めて正しいスコアからプレーを開始する。

2 ・ 選手同士で解決できない場合は、R・RUを呼んで解決してください。試合終了後では解決できません。

3 ・ 試合上の問題の最終決定はレフェリー（R)が行います。

4 ・ 大会期間中ロービングアンパイア（RU)が、会場を巡回いたします。

5 ・ セルフジャッジのラインコールがスポーツマンシップに欠けると判断した場合は、試合中でも

レフェリー・ロービングアンパイアに相談することができます。

・ 宮城県テニス協会のHPをご確認ください。　別紙参照

大会期間中における負傷・事故等（大会施設内）については応急処置を行いますが、

その他については主催者加入の傷害保険の範囲内と致します。

＊ 当日の連絡は、０９０－７５６１－７３９１（レフェリー　高野）までお願いします。

E-mail　w5f756@gmail.com

海岸公園
10/29（土） 10/30（日）

U-11男子
9:30～ 1回戦 9:00～ SF・決勝・3決

10:30～ QF

U-13男子
9:00～ 1回戦 9:00～ SF・決勝・3決

10:30 2回戦～QF

U-15男子
9:30～ 1回戦

10:30～ SF・決勝・3決

U-11女子
9:00～ 1回戦～

10:30～

U-13女子
9:30～ 1回戦～ 9:00～ SF・決勝・3決

11:00～ QF

    熱中症防止 5 ヶ 条
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２０２２年度宮城県ジュニアテニスサーキット　第4戦ヨネックスカップ

BS 11
所属団体 1R QF SF Final 勝者 

  
1 GASC.TT 紺野 夏生  

  紺野 夏生 
2 More‐Tennis 菅崎 侑世 8-0   

   安田 祐太 
3 ウイニングショット 安田 祐太  8-6  

  安田 祐太  
4 More-tennes 佐藤 優翼 w.o.  

   安田 祐太 
5 ニューフロンティア 早坂 遥太  8-6  

  早坂 遥太  
6 More‐Tennis 遠藤 晴稀 8-2   

   早坂 遥太 
7 ウイニングショット 鈴木 久遠  8-4  

  佐藤 太  
8 ニューフロンティア 佐藤 太 8-3   

   毛利 悠 
9 ウイニングショット 杉沢 龍之介  8-1  

  霜山 宗汰  
10 More‐Tennis 霜山 宗汰 8-2   

   毛利 悠 
11 ベルサンピアTS 佐々木 寛翔  8-1  

  毛利 悠  
12 ニューフロンティア 毛利 悠 8-1   

   毛利 悠 
13 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 大友 将聖  8-2  

  大友 将聖  
14 More‐Tennis 髙梨　 雅人 8-1   

   大友 将聖 
15 ベルサンピアTS 佐藤 壮馬  8-5  

  三河 禮  
16 ウイニングショット 三河 禮 8-0  

   
 順位 3-4 早坂 遥太  
  大友 将聖 

 大友 将聖 8-7  

  

 

海岸公園　2022/10/29-30



２０２２年度宮城県ジュニアテニスサーキット　第4戦ヨネックスカップ

GS 11
所属団体 1R SF Final 勝者 

  
1 ＷＩＴＨ 佐藤 凛  

  佐藤 凛 
2  Bye   

   佐藤 凛 
3 オレンジ フィールド 宍戸 莉乃  8-1  

  宍戸 莉乃  
4 エムズTP 齋藤 かいり 8-3   

   佐藤 凛 
5 ウイニングショット 杉沢 葵  8-2  

  伊倉 海琴  
6 R-PROJECT 伊倉 海琴 8-1   

   宇田 星莉 
7  Bye  8-1  

  宇田 星莉  
8 ウイニングショット 宇田 星莉  

   
 順位 3-4 宍戸 莉乃  
  宍戸 莉乃 
 伊倉 海琴 8-1  

  

  
２０２２年度宮城県ジュニアテニスサーキット　第4戦ヨネックスカップ
BS 15

所属団体 1R SF Final 勝者 
  

1 ウイニングショット 千葉 晴太  
  千葉 晴太 

2  Bye   
   千葉 晴太 

3 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 渉  8-1  
  佐藤 渉  

4  Bye   
   千葉 晴太 

5 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 吉田 峻  8-5  
  齊藤 蒼太  

6 花巻ジュニアTC 齊藤 蒼太 w.o.  
   本郷 拓真 

7  Bye  8-5  
  本郷 拓真  

8 ダンロップ仙台ＴＣ 本郷 拓真  
   
 順位 3-4 佐藤 渉  
  齊藤 蒼太 
 齊藤 蒼太 8-3  
  

海岸公園　2022/10/29

海岸公園　2022/10/29

修正致しました。



２０２２年度宮城県ジュニアテニスサーキット　第4戦ヨネックスカップ

BS 13
所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 

  
1 ニューフロンティア 早坂 晃輔  

  早坂 晃輔 
2  Bye   

   早坂 晃輔 
3 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 石毛 透季  8-0  

  石毛 透季  
4  Bye   

   早坂 晃輔 
5 リベラ仙台 野田 凌成  8-1  

  野田 凌成  
6 ベルサンピアTS 佐々木 優翔 8-6   

   齋藤 煌 
7  Bye  8-2  

  齋藤 煌  
8 エムズTP 齋藤 煌   

   早坂 晃輔 
9 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 大友 好誠  8-5  

  大友 好誠  
10  Bye   

   大友 好誠 
11 エムズTP 小野 遼亮  8-3  

  小野 遼亮  
12 More‐Tennis 菅崎 晄世 8-5   

   大友 好誠 
13 R-PROJECT 橋口 颯真  8-1  

  橋口 颯真  
14 ウイニングショット 佐藤 市翔 9-7   

   橋口 颯真 
15  Bye  8-2  

  高梨 優人  
16 More‐Tennis 高梨 優人   

   早坂 晃輔 
17 秋田アスレチッククラブ 福島 弘太郎  8-2  

  福島 弘太郎  
18  Bye   

   岩切 宏樹 
19 ウイニングショット 鬼柳 和輝  9-8(5)  

  岩切 宏樹  
20 東北学院中 岩切 宏樹 8-6   

   岩切 宏樹 
21 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 吉田 隼  8-4  

  在間 晴信  
22 DIASS中山 在間 晴信 8-7   

   石原 優輝 
23  Bye  8-1  

  石原 優輝  
24 R-PROJECT 石原 優輝   

   菊地 駿太 
25 R-PROJECT 上松 大和  9-7  

  上松 大和  
26  Bye   

   上松 大和 
27 GASC.TT 坂内 遥斗  8-1  

  坂内 遥斗  
28 エムズTP 角田 想 8-6   

   菊地 駿太 
29 オレンジフィールド 鈴木 柊翔  8-5  

  鈴木 柊翔  
30 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 阿部 将大 8-3   

   菊地 駿太 
31  Bye  9-7  

  菊地 駿太  
32 GASC TT 菊地 駿太  

   
 順位 3-4 大友 好誠  
  大友 好誠 
 岩切 宏樹 8-0  
  
 

海岸公園　2022/10/29-30



２０２２年度宮城県ジュニアテニスサーキット　第4戦ヨネックスカップ

GS 13-本戦
所属団体 1R QF SF Final 勝者 

  
1 クレイルテニスアカデミー 川村 紗慧  

  川村 紗慧 
2 エムズTP 大沼 怜愛 8-0   

   川村 紗慧 
3 R-PROJECT 齋藤 芽依  8-0  

  齋藤 芽依  
4 ニューフロンティア 毛利 奈夏 8-6   

   川村 紗慧 
5 ウイニングショット 野口 妃奈乃  8-5  

  野口 妃奈乃  
6 ＷＩＴＨ 大八木 日葵 8-0   

   野口 妃奈乃 
7 ウイニングショット 白谷 明日奏  8-1  

  白谷 明日奏  
8 R-PROJECT 成田 憩 9-8(5)   

   大槻 向葵 
9 More‐Tennis 番場 琴葉  8-5  

  番場 琴葉  
10 ウイニングショット 大久 乃愛 8-0   

   番場 琴葉 
11 More‐Tennis 番場 葉奈  8-4  

  佐々木 初菜  
12 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐々木 初菜 8-2   

   大槻 向葵 
13 R-PROJECT 渡辺 真心  8-0  

  三浦 朱果  
14 エムズTP 三浦 朱果 w.o.  

   大槻 向葵 
15 ウイニングショット 菅野 心侑萊  8-1  

  大槻 向葵  
16 ニューフロンティア 大槻 向葵 8-1  

   
 順位 3-4 野口 妃奈乃  

  野口 妃奈乃 

 番場 琴葉 8-1  
  
 

海岸公園　2022/10/29-30修正致しました。
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