
※毎日、受付の際に提出してください

所属 学校名

フリガナ 生年月日 (西暦)　　　　年　　　月　　　日

氏名 電話番号

住所 〒

<大会当日の体温>

　　月　　日

℃ ←必ず大会当日の朝に検温し、各自で記入してください

<大会前２週間における健康状態>　※該当するものに「✓」を記入してください。 チェック欄

①平熱を超える発熱がない

②咳、のどの痛みなどの風邪症状がない

③だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)がない

④味覚や嗅覚の異常がない

⑤体が重く感じる、疲れやすい等がない

⑥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ない

<保護者または引率責任者確認欄>（自署）

保護者または引率責任者 氏名

携帯番号

大会名 全国中学生テニス選手権大会シングルス高知県予選/全国小学生テニス選手権高知県予選

選手　健康チェックシート

　本チェックシートは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、選手の健康状態を確認することを目的

としています。本健康チェックシートに記入いただいた個人情報について、厳正なる管理のもとに保管し、選手の

健康状態の把握、出場可否の判断および必要なご連絡のためにのみ利用します。また個人情報保護法等の法令にお

いて認められる場合を除き、ご本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、大会会場にて感染症患者ま

たはその疑いのある方が発見された場合に必要な範囲で保健所等に提供することがあります。

⑦過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされている国、地域等へ

の渡航または当該在住者との濃厚接触がない



※毎日、受付の際に提出してください

フリガナ 生年月日 (西暦)　　　　年　　　月　　　日

氏名 電話番号

住所 〒

<大会当日の体温>

　　月　　日

℃ ←必ず大会当日の朝に検温し、各自で記入してください

<大会前２週間における健康状態>　※該当するものに「✓」を記入してください。 チェック欄

①平熱を超える発熱がない

②咳、のどの痛みなどの風邪症状がない

③だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)がない

④味覚や嗅覚の異常がない

⑤体が重く感じる、疲れやすい等がない

⑥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ない

大会名 全国中学生テニス選手権大会シングルス高知県予選/全国小学生テニス選手権高知県予選

来場者・引率者　健康チェックシート

　本チェックシートは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、来場者の健康状態を確認することを目

的としています。本健康チェックシートに記入いただいた個人情報について、厳正なる管理のもとに保管し、入場

の可否、必要なご連絡のためにのみ利用します。また個人情報保護法等の法令において認められる場合を除き、ご

本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、大会会場にて感染症患者またはその疑いのある方が発見さ

れた場合に必要な範囲で保健所等に提供することがあります。

⑦過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされている国、地域等へ

の渡航または当該在住者との濃厚接触がない

関係団体名または関係選手氏名



予定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8：20～8：35 潮江・北稜 佐川(男女)

8：35～8：50 高知(女子) 土佐塾(女子) FSS 明徳(女子) 土佐女子・伊野

中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 小学生　男子 小学生　女子 小学生　女子 小学生　女子 小学生　女子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子

1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 2R 2R 2R 2R 2R

中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 小学生　男子 小学生　男子 小学生　男子 小学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子

1R 1R 1R 1R 1R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 小学生　女子 小学生　女子 小学生　女子 小学生　女子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子

1R 1R 1R 1R 1R SF SF 5決 5決 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 小学生　男子 小学生　男子 小学生　男子 小学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子

1R 1R 1R 1R 1R SF SF 5決 5決 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 小学生　女子 小学生　女子 小学生　女子 小学生　男子 小学生　女子 小学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子

2R 2R 2R 7決 5決 F F 3決 3決 2R 2R 2R 2R 2R 2R 3R

中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 小学生　男子 小学生　男子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子

2R 2R 2R 7決 5決 2R 2R 2R 2R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R

中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子

2R 2R 2R 2R 2R 2R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 4R 4R

中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子

3R 3R 3R 3R 3R 3R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R

中学生　女子 中学生　女子

3R 3R

※天候や進行状況、コロナウィルス感染症などの影響で変更する場合があります。

※試合の進行状況によって早く全試合が終了した場合は、コートを解放することがあります。

土佐塾(男子) 土佐(女子) 学芸(男子)土佐(男子)

11

※コート番号・試合順は進行状況によって変更する場合があります。

12

13

5

6

7

8

9

10

令和5年度　全国中学生テニス選手権大会シングルス高知県予選　＆　第一生命全国小学生テニス選手権県予選　OP（春野）　4月3日

小学生　男子　全て 小学生　女子　全て 中学生　男子　ベスト8 中学生　女子　ベスト8

4

1

2

3

小学生　男女高知(男子) 学芸(女子)



予定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8：20～8：40

中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子

9決 9決 9決 9決 QF QF QF QF QF QF QF QF 9決 9決 9決 9決

中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子

9決 9決 5決 5決 SF SF SF SF 5決 5決 9決 9決

中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　女子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子 中学生　男子

11決 9決 7決 5決 3決 F F 3決 5決 7決 9決 11決

※天候や進行状況、コロナウィルス感染症などの影響で変更する場合があります。

※試合の進行状況によって早く全試合が終了した場合は、コートを解放することがあります。

11

12

13

※コート番号・試合順は進行状況によって変更する場合があります。

令和5年度　全国中学生テニス選手権大会シングルス高知県予選　＆　第一生命全国小学生テニス選手権県予選　OP（春野）　4月4日(火)

中学生　男子　決勝まで 中学生　女子　決勝まで

女子 男子

1

2

10

9

3

4

5

6

7

8



[ジュニア_全中] 2023 全国中学生高知県予選

中学生男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 土佐塾中学校 山下 真歩路 [1]  

  山下 真歩路 [1] 

2  Bye 1 #1:   

    

3 土佐中学校 岸之上 浩太郎  #65:  

  岸之上 浩太郎  

4  Bye 64 #2:   

    

5  Bye 33  #97:  

  立仙 椋介  

6 高知中学校 立仙 椋介 #3:   

    

7  Bye 31  #66:  

  西村 友佑  

8 高知学芸中学校 西村 友佑 #4:   

    

9 高知学芸中学校 田岡 拓真 [17]  #113:  

  田岡 拓真 [17]  

10  Bye 17 #5:   

    

11 土佐中学校 濱田 純平  #67:  

  濱田 純平  

12  Bye 48 #6:   

    

13  Bye 49  #98:  

  三舩 温文  

14 土佐塾中学校 三舩 温文 #7:   

    

15  Bye 15  #68:  

  細田 恵司 [9]  

16 土佐中学校 細田 恵司 [9] #8:   

    

17 佐川中学校 渡部 朔 [9]  #125:  

  渡部 朔 [9]  

18  Bye 9 #9:   

    

19 高知中学校 宮本 大地  #69:  

  宮本 大地  

20  Bye 56 #10:   

    

21  Bye 41  #99:  

  松本 和也  

22 土佐塾中学校 松本 和也 #11:   

    

23  Bye 23  #70:  

  宮地 康太  

24 土佐中学校 宮地 康太 #12:   

    

25 高知学芸中学校 井上 佐鳴  #114:  

  井上 佐鳴  

26  Bye 25 #13:   

    

27 土佐塾中学校 志手 宏旬  #71:  

  志手 宏旬  

28  Bye 40 #14:   

    

29  Bye 57  #100:  

  伊藤 拓海  

30 高知中学校 伊藤 拓海 #15:   

    

31  Bye 7  #72:  

  栁原 優 [5]  

32 土佐中学校 栁原 優 [5] #16:   



    

33 土佐中学校 馬場 裕己 [3]  #135:  

  馬場 裕己 [3]  

34  Bye 3 #17:   

    

35 高知中学校 近藤 翔弥音  #73:  

  近藤 翔弥音  

36  Bye 61 #18:   

    

37  Bye 36  #101:  

  岡本 宗多朗  

38 土佐塾中学校 岡本 宗多朗 #19:   

    

39  Bye 29  #74:  

  西内 大翔  

40 高知学芸中学校 西内 大翔 #20:   

    

41 高知中学校 森岡 凌央 [17]  #115:  

  森岡 凌央 [17]  

42  Bye 19 #21:   

    

43 土佐中学校 今久保 日奈太  #75:  

    

44 高知学芸中学校 大家 緋偉呂 #22:   

    

45  Bye 52  #102:  

  山﨑 悠一郎  

46 土佐中学校 山﨑 悠一郎 #23:   

    

47  Bye 13  #76:  

  田中 采禮 [9]  

48 土佐塾中学校 田中 采禮 [9] #24:   

    

49 土佐中学校 髙木 信之介 [9]  #126:  

  髙木 信之介 [9]  

50  Bye 11 #25:   

    

51 高知中学校 峰 陽都  #77:  

  峰 陽都  

52  Bye 53 #26:   

    

53  Bye 44  #103:  

  吉村 伊織  

54 高知学芸中学校 吉村 伊織 #27:   

    

55  Bye 21  #78:  

  西村 瀬冬  

56 佐川中学校 西村 瀬冬 #28:   

    

57 高知学芸中学校 中川 絢斗  #116:  

  中川 絢斗  

58  Bye 27 #29:   

    

59 土佐中学校 山﨑 勇樟  #79:  

  山﨑 勇樟  

60  Bye 37 #30:   

    

61  Bye 60  #104:  

  長谷部 慶希  

62 土佐中学校 長谷部 慶希 #31:   

    

63  Bye 5  #80:  

  森岡 遼丞 [5]  

64 土佐塾中学校 森岡 遼丞 [5] #32:   



    

65 土佐塾中学校 長尾 朋哉 [5]  #144:  

  長尾 朋哉 [5]  

66  Bye 6 #33:   

    

67 土佐中学校 吉村 春希  #81:  

  吉村 春希  

68  Bye 59 #34:   

    

69  Bye 38  #105:  

  井上 結斗  

70 土佐中学校 井上 結斗 #35:   

    

71  Bye 28  #82:  

  中西 鴻介  

72 高知学芸中学校 中西 鴻介 #36:   

    

73 土佐中学校 北村 真暉  #117:  

  北村 真暉  

74  Bye 22 #37:   

    

75 高知中学校 黒木 蓮太  #83:  

  黒木 蓮太  

76  Bye 43 #38:   

    

77  Bye 54  #106:  

  貝崎 智哉  

78 高知学芸中学校 貝崎 智哉 #39:   

    

79  Bye 12  #84:  

  中脇 颯空 [9]  

80 北陵中学校 中脇 颯空 [9] #40:   

    

81 高知学芸中学校 三宮 康介 [9]  #127:  

  三宮 康介 [9]  

82  Bye 14 #41:   

    

83 土佐中学校 市浦 煌生  #85:  

  市浦 煌生  

84  Bye 51 #42:   

    

85  Bye 46  #107:  

  津野 謙蔵  

86 土佐中学校 津野 謙蔵 #43:   

    

87  Bye 20  #86:  

  山岡 日翔 [17]  

88 土佐塾中学校 山岡 日翔 [17] #44:   

    

89 土佐塾中学校 下元 瑠晟  #118:  

  下元 瑠晟  

90  Bye 30 #45:   

    

91 高知学芸中学校 中村 太翼  #87:  

  中村 太翼  

92  Bye 35 #46:   

    

93  Bye 62  #108:  

  羽方 悠人  

94 高知中学校 羽方 悠人 #47:   

    

95  Bye 4  #88:  

  山井 聡次朗 [3]  

96 土佐中学校 山井 聡次朗 [3] #48:   



    

97 潮江中学校 森田 智輝 [5]  #136:  

  森田 智輝 [5]  

98  Bye 8 #49:   

    

99 土佐中学校 市吉 冬夢  #89:  

  市吉 冬夢  

100  Bye 58 #50:   

    

101  Bye 39  #109:  

  白石 幸大  

102 土佐塾中学校 白石 幸大 #51:   

    

103  Bye 26  #90:  

  三浦 丈宜  

104 高知中学校 三浦 丈宜 #52:   

    

105 高知学芸中学校 笹岡 賢一朗  #119:  

  笹岡 賢一朗  

106  Bye 24 #53:   

    

107 土佐塾中学校 三舩 慎文  #91:  

  三舩 慎文  

108  Bye 42 #54:   

    

109  Bye 55  #110:  

  西田 翔  

110 高知中学校 西田 翔 #55:   

    

111  Bye 10  #92:  

  森本 健太 [9]  

112 土佐中学校 森本 健太 [9] #56:   

    

113 土佐中学校 川田 凌雅 [9]  #128:  

  川田 凌雅 [9]  

114  Bye 16 #57:   

    

115 高知中学校 尾﨑 統吾  #93:  

  尾﨑 統吾  

116  Bye 50 #58:   

    

117 土佐塾中学校 山本 伊織  #111:  

    

118 高知学芸中学校 安岡　 陽向 #59:   

    

119  Bye 18  #94:  

  谷岡 来夢 [17]  

120 佐川中学校 谷岡 来夢 [17] #60:   

    

121 土佐中学校 上村 紘生  #120:  

  上村 紘生  

122  Bye 32 #61:   

    

123 高知学芸中学校 山﨑 恭太  #95:  

  山﨑 恭太  

124  Bye 34 #62:   

    

125  Bye 63  #112:  

  今久保 篤志  

126 土佐中学校 今久保 篤志 #63:   

    

127  Bye 2  #96:  

  吉村 俊亮 [2]  

128 土佐塾中学校 吉村 俊亮 [2] #64:  

   

 順位 3-4   

   

  #143:  

  



 

中学生男子シングルス - 順位 5-16
所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

 順位 5-8   

   

  #133:  

    

   #142:

    

  #134:

  

 順位 7-8   

   

  #141:

   

 順位 9-16   

   

  #121:  

    

   #131:

    

  #122:  

    

   #140:

    

  #123:  

    

   #132:

    

  #124:

   

 順位 11-12   

   

  #139:

   

 順位 13-16   

   

  #129:  

    

   #138:

    

  #130:

  

 順位 15-16   

   

  #137:

  

 



[ジュニア_全中] 2023 全国中学生高知県予選

中学生女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

  

1 伊野中学校 金子 瑠来 [1]  

  金子 瑠来 [1] 

2  Bye 1 #1:   

    

3 土佐中学校 稲田 有莉  #33:  

    

4 高知中学校 中平 月佳藍 #2:   

    

5 土佐中学校 本山 茉歩  #49:  

    

6 高知学芸中学校 濵田 華凛 [17] #3:   

    

7  Bye 15  #34:  

  今津 帆乃香 [9]  

8 中村西中学校 今津 帆乃香 [9] #4:   

    

9 土佐中学校 井上 葵生 [9]  #61:  

  井上 葵生 [9]  

10  Bye 9 #5:   

    

11 高知中学校 岡林 莉央  #35:  

    

12 高知学芸中学校 田中 葵 #6:   

    

13 高知学芸中学校 濱田 実来  #50:  

    

14 土佐中学校 髙井 心暖 #7:   

    

15  Bye 7  #36:  

  大畑 実桜 [5]  

16 土佐塾中学校 大畑 実桜 [5] #8:   

    

17 土佐中学校 森本 紗世 [3]  #71:  

  森本 紗世 [3]  

18  Bye 3 #9:   

    

19 土佐塾中学校 高尾 日麻玲  #37:  

    

20 高知学芸中学校 山口 莉悠 #10:   

    

21 土佐中学校 永野 未琉  #51:  

    

22 高知中学校 中平 乃佳藍 #11:   

    

23 清水中学校 山本 実穂  #38:  

    

24 高知学芸中学校 飯富 桃乃 [9] #12:   

    

25 清水中学校 弘田 沙来 [9]  #62:  

  弘田 沙来 [9]  

26  Bye 11 #13:   

    

27 土佐中学校 濵田 一伽  #39:  

    

28 明徳義塾中学校 橋本 愛美 #14:   

    

29 高知学芸中学校 青木 薫子  #52:  

    

30 土佐塾中学校 上村 珠々 #15:   

    

31  Bye 5  #40:  

  山中 彩佳 [5]  

32 佐川中学校 山中 彩佳 [5] #16:   



    

33 土佐中学校 川添 真歩 [5]  #80:  

  川添 真歩 [5]  

34  Bye 6 #17:   

    

35 高知中学校 岸本 紗和  #41:  

    

36 高知学芸中学校 中谷 友妃寧 #18:   

    

37 高知学芸中学校 青木 瞳実  #53:  

    

38 土佐中学校 南部 光希 #19:   

    

39  Bye 12  #42:  

  中城 玲 [9]  

40 土佐塾中学校 中城 玲 [9] #20:   

    

41 明徳義塾中学校 久保田 真未 [9]  #63:  

    

42 土佐女子中学校 山本 心音 #21:   

    

43 高知学芸中学校 岡﨑 遥紀  #43:  

    

44 土佐中学校 柴田 芽依 #22:   

    

45 土佐塾中学校 利根 妃奈乃  #54:  

    

46 土佐中学校 上杉 心結 #23:   

    

47  Bye 4  #44:  

  新谷 心彩 [3]  

48 清水中学校 新谷 心彩 [3] #24:   

    

49 土佐中学校 大坪 おたる [5]  #72:  

  大坪 おたる [5]  

50  Bye 8 #25:   

    

51 高知中学校 川江 真央  #45:  

    

52 高知学芸中学校 青井 杏紗 #26:   

    

53 土佐中学校 田村 真尋  #55:  

    

54 土佐塾中学校 中山 萌花 #27:   

    

55  Bye 10  #46:  

  畝崎 一桜 [9]  

56 清水中学校 畝崎 一桜 [9] #28:   

    

57 土佐中学校 平野 里奈 [9]  #64:  

    

58 高知中学校 横山 ひな #29:   

    

59 高知学芸中学校 高橋 そよ  #47:  

    

60 清水中学校 佐藤 凉 #30:   

    

61 高知学芸中学校 市川 由菜  #56:  

    

62 土佐中学校 山本 律香 #31:   

    

63  Bye 2  #48:  

  濱口 絢菜 [2]  

64 土佐塾中学校 濱口 絢菜 [2] #32:  

   

 順位 3-4   

   

  #79:  
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 順位 5-8   

   

  #69:  

    

   #78:

    

  #70:

  

 順位 7-8   

   

  #77:

   

 順位 9-16   

   

  #57:  

    

   #67:

    

  #58:  

    

   #76:

    

  #59:  

    

   #68:

    

  #60:

   

 順位 11-12   

   

  #75:

   

 順位 13-16   

   

  #65:  

    

   #74:

    

  #66:

  

 順位 15-16   

   

  #73:

  

 


