
※試合前のミーティングは行いませんのでオーダーオブプレイを確認して時間になったら試合を始めます。

※試合方式は6ゲーム先取　ノーアドバンテージ方式 

※試合球は番号の早い選手が本部で受け取ってください。

※全試合セルフジャッジとなります。

※このOPは当日の天候、試合進行状況により変更する可能性があります。

※受付はSA,NBの時間までに大会本部にて受付をしてください。時間に遅れますと理由を問わず欠場となります。

※試合前のウォーミングアップはサービス4本となります。

※試合が終わったら勝者がボールを持って本部へ結果報告してください。勝者、敗者ともに次の試合を確認してください。

※2試合続けての試合は10分程度休憩を取ってから次の試合に入ります。

※ドローでは3試合以上出来る予定で試合を組んでますが欠場者が出た場合は2試合で終わることもあります。その場合はご了承願います。

コロナウィルス感染防止について

・大きな声で会話、応援はしないこと。

・豊島区体育施設利用にあたっての同意書のご提出が必要となります。

　当日書類はご用意しますが事前に準備いただきますと受付がスムーズになります。

・待ち時間が長くなりそうなときは車で待機OKです。レフェリーに携帯電話番号を伝えてからコートを離れてください。

・更衣室・シャワー室・館内での飲食・無料送迎バスは3密を避けるために使用不可とさせていただきます。

・試合終了後の握手は無しとしてお辞儀のみにしてください

2020　三芳グランド　　夏のジュニアサーキット　注意事項　　　　　　　　　　　　試合前に必ずご確認ください

・マスクの着用をお願いいたします。入館時やベンチで休憩中。

（プレイ中は外していただいて大丈夫です。ベンチは間をあけてお掛けください。）

・こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行いましょう。

・ソーシャルディスタンスを守りましょう。
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豊島区立体育施設利用にあたっての同意書　【個人用】

私は、豊島区立体育施設を利用するにあたって、以下のように報告し、内容に同意いたします。

利用施設・場所 三芳グランド 庭球場

フリガナ 年齢 利用日体温 連絡先（電話番号）

利用日時 令和　2　　年　　　月　　　日（　　　）
入館時刻　　　　予定退館時刻

（　　　）　　　　－　　　　

フリガナ 年齢 利用日体温

（同伴者　氏名）

年齢 利用日体温

氏　名

（同伴者　氏名）

（同伴者　氏名）

フリガナ 年齢 利用日体温

フリガナ

住　所

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）を感じる。

嗅覚や味覚の異常がある。

体が重く感じる、疲れやすい等の感覚がある。

【利用前】
確認事項

※該当する項に
☑を選択

してください。

※該当する項がある場合は施設の利用を見合わせていただくようお願いします。

【利用日とその2週間前までの体調等について】

平熱を超える発熱状態である。

咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がある。

※上記の事項を守らない場合、また施設管理者の指示に従わない場合は、利用をお断りすることがございます。

施設管理者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること

感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置を遵守し、施設管理者の指示に

従うこと

※本書は仮に施設利用者の中から新型コロナウイルス感染者が発生した場合に、濃厚接触者の把握など必要な措置を

講じるために、ご記入いただくものです。

※個人情報については、保存期間経過後、施設管理者の責において廃棄いたします。

【利用時】
遵守・同意
事項

※全ての項に
☑を選択

してください。

マスクを持参すること（受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や、

会話をする際にはマスクを着用すること）

こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること

利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと

施設利用前後のミーティングや懇親会等においても、三つの密を避けること

利用終了後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、

＊可能であれば前後一直線にではなく、並走する、あるいは斜め後方に位置取る

運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力行わないこと

十分な距離の確保（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く）

＊周囲の人となるべく距離（できるだけ２ｍ以上）を空ける

位置取りの注意

運動終了後は、速やかに退室、退館いただくこと

新型コロナウイルス感染症陽性とされたものとの濃厚接触がある。

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。

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。

タオルの共用、飲料の回し飲みはしないこと

豊島区役所　学習・スポーツ課
【2020/07/01版】



時間

① 中山 雄暉 緑ヶ丘テニスガーデン ① 石田　悠人 レイムテニスセンター ② 豊田 晟大 桜田倶楽部 ② 奈良　恒輝 グリーンテニスプラザ ③ 菊池 広翔 さくら野火止テニスアカデミー ① 宮崎　馨伸 三芳ジュニアテニスアカデミー

① 原島　充輝 三芳ジュニアテニスアカデミー ① 奈良　駿咲 Fテニス ② 近藤　智弘 TC大井ファミリー ② 小泉 斗空輝 三芳JTA ③ 大川　陽樹 Fテニス ① 佐藤　良春 レイムテニスセンター

1 田村　涼太郎 TC大井ファミリー 3 黒澤　翔太 高島平インドア ② 三輪　丈琉 テニススタジオ川口

2 小泉　陽日路 三芳JTA 4 新井　綾太 リトルプリンステニスクラブ ② 小笠原　湊 みんなのテニス

③ 菊池 広翔 さくら野火止テニスアカデミー ① 宮崎　馨伸 三芳ジュニアテニスアカデミー

③ 小野沢　賢太 TC大井ファミリー ① 石井　大介 サントピア

② 三輪　丈琉 テニススタジオ川口 1 田村　涼太郎 TC大井ファミリー

② 石田　哲平 VIP TENNIS ACADEMY 5 益子　泰至 さくら野火止テニスアカデミー

TBA

VS

 NB

10:30

16歳以下　男子シングルス

TBA

12歳以下　男子シングルス

VS
TBA

VS VS
TBA

VS

 NB

10:00

14歳以下　男子シングルス 16歳以下　男子シングルス

TBA

16歳以下　男子シングルス

VS

5番コート 6番コート

14歳以下　男子シングルス 16歳以下　男子シングルス

VS VS

2020年 三芳グランド　ワンデイサマー夏のジュニアサーキット　ホリデー

VS VS

3番コート 4番コート

14歳以下　男子シングルス 14歳以下　男子シングルス

オーダーオブプレイ　8/15(土)

 SA

9:00

14歳以下　男子シングルス 14歳以下　男子シングルス

VS VS

1番コート 2番コート

 NB

9:30

12歳以下　男子シングルス

VS

12歳以下　男子シングルス



2020年 三芳グランド　ワンデイサマー夏のジュニアサーキット　ホリデー

Name belong

8/15(土) 試合方式　6ゲーム先取　ノーアドバンテージ方式

田村　涼太郎 小泉　陽日路 黒澤　翔太 新井　綾太 勝敗 順位

1 田村　涼太郎 TC大井ファミリー

2 小泉　陽日路 三芳JTA

3 黒澤　翔太 高島平インドア

4 新井　綾太 リトルプリンステニスクラブ

5 益子　泰至 さくら野火止テニスアカデミー

  12歳以下男子シングルス 　



2020年 三芳グランド　ワンデイサマー夏のジュニアサーキット　ホリデー

Name belong

予選① 8/15(土) 試合方式　6ゲーム先取　ノーアドバンテージ方式

中山 雄暉 原島　充輝 石田　悠人 奈良　駿咲 勝敗 順位

1 中山 雄暉 緑ヶ丘テニスガーデン

2 原島　充輝 三芳ジュニアテニスアカデミー

3 石田　悠人 レイムテニスセンター

4 奈良　駿咲 Fテニス

Name belong

予選② 8/15(土) 試合方式　6ゲーム先取　ノーアドバンテージ方式

豊田 晟大 近藤　智弘 奈良　恒輝 小泉 斗空輝 勝敗 順位

1 豊田 晟大 桜田倶楽部

2 近藤　智弘 TC大井ファミリー

3 奈良　恒輝 グリーンテニスプラザ

4 小泉 斗空輝 三芳JTA

Name belong

予選③ 8/15(土) 試合方式　6ゲーム先取　ノーアドバンテージ方式

菊池 広翔 大川　陽樹 小野沢　賢太 勝敗 順位

1 菊池 広翔 さくら野火止テニスアカデミー

2 大川　陽樹 Fテニス

3 小野沢　賢太 TC大井ファミリー

Name belong

決勝1位トーナメント 試合方式　6ゲーム先取ノーアドバンテージ

1

2 優勝　

3

4 予選③ブロック1位　

  14歳以下男子シングルス 　

予選①ブロック1位　　

        bye

予選②ブロック1位　



2020年 三芳グランド　ワンデイサマー夏のジュニアサーキット　ホリデー

Name belong

予選① 8/15(土) 試合方式　6ゲーム先取　ノーアドバンテージ方式

宮崎　馨伸 佐藤　良春 石井　大介 勝敗 順位

1 宮崎　馨伸 三芳ジュニアテニスアカデミー

2 佐藤　良春 レイムテニスセンター

3 石井　大介 サントピア

Name belong

予選② 8/15(土) 試合方式　6ゲーム先取　ノーアドバンテージ方式

三輪　丈琉 小笠原　湊 石田　哲平 勝敗 順位

1 三輪　丈琉 テニススタジオ川口

2 小笠原　湊 みんなのテニス

3 石田　哲平 VIP TENNIS ACADEMY

Name belong

決勝1位トーナメント 試合方式　6ゲーム先取ノーアドバンテージ

1 優勝　

2

  16歳以下男子シングルス 　

予選①ブロック1位　　

予選②ブロック1位　


