
2021 福岡県高等学校テニス新人大会 北部・筑豊ブロック予選会　＜男子シングルス Ｎｏ，1＞

9月１１日・１２日・１８日　　　於：筑豊緑地公園テニスコート・レッツテニスパーク飯塚

1 石田　祐真 北九州高専 31 細川　一樹 小倉西

荒木　景匠 敬　愛

7

2 白川　風雅 小倉商業 32 白水　夢人 京　都

3 濵﨑　湘太 九国大付

2
33 中尾　颯太 折　尾

4 34 濱田　　琉 鞍　手

5 35 前野　　蓮 若　松

6 大森 隆太郎 東　筑 36 髙橋　由宇 北九州高専

7 池尻　悠大 小　倉 37 大水　香月 折尾愛真

8 38 但馬　剛志 北　筑

9 鶴濱　諒真 折尾愛真

3
39 楠本　歩叶 若　松

10
小　倉10 西田　　力 敬　愛 40 押川　昇慧

11 野中　栄昇 嘉　穂 41 松山　　蒼 戸　畑

12 沓名　玲央 中　間 42 冨安　信正 京　都

川中　晴翔 折　尾

14 久永　洸太 苅田工業 44

13 岩男　宗汰 明治学園 43

15

4
45 堀江　千晴 戸　畑

11
16 木戸　健琉 八　幡 46 清水　悠丞 明治学園

17 47 樋口　大翔 鞍　手

18 古賀　智樹 八幡中央 48 官田　大空 八幡工業

19 内田　　圭 中　間 49 井上　　柊 八幡中央

20 50 髙田 誠士郎 九国大付

21 金田　辰嗣 八　幡

5
51 山下　采哉 八幡工業

12
22 髙島　利敏 京　都 52 薬師寺 凰太 高　稜

梅野　真州 八　幡

24 松永 玲依 八幡南 54 田中　蓮人

23 小嶋　　瞬 敬　愛 53

嘉　穂

戸　畑

25 永谷　直樹 北　筑 55 門田　宗大

北九州

13

26 和方　亮輔 明治学園 56 園田　康晴 八　幡

27 平川 遼太郎 京　都

6
57 大宮　心和

28 深田　晴貴 58

京　都

戸　畑

29 島添　晟伍 高　稜 59 谷口　悠真

30 井上　泰一 八　幡 60 野瀬　　颯 高　稜

B y e

原田　叶太

白石　弥士

花元　祐紀 嘉　穂

B y e

八幡中央

鳥井　大幹 北　筑

沖野　光潤 八幡南

八幡中央
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山田　壮汰 九国大付高向　 遼61 八幡南

62 92 石田　蒼真 高　稜

石川　航輝

94 北島　好音 八幡工業

63 佐竹　優大 高　稜

14
93

折尾愛真

64 山口　隼人 北　筑

65 坂本　昂陽 95 B y e

北九州高専

21

66 出水　将吾 苅田工業 96 市原　光琉 折　尾

67 石丸　翔悟 小倉商業 97 谷口　賢祐

68

鞍　手

北村　毘龍 小　倉 98 藤岡　仁太 八幡工業

69 野山　蒼太 八幡中央

70 川口　隼世 北九州高専
15

99 森　　海斗 明治学園

22
100 丸田　響優 中　間

B y e

72 北九州

中　間71 池淵　　翼

松琴　将暉

101

102 下村 浩太郎 敬　愛

103 林　　　静

74

73 若　松

池田　悠斗

苅田工業

104 山崎　瑞祥 鞍　手

佐々木　訊

堀下　晃生

中　間

泉 　迅翔
23

植木　琢磨東　筑

18
井手尾 涼真 小倉商業 106

105

76

75 中　間

八幡南

77 相川　　俊 八幡中央 107 永田　翔夢 北九州

78 小川　　虹 若　松 108 荒木　　悠 北　筑

79 早野　巧真 東　筑 109 上村　泰雅 京　都

80 古賀　結翔 小倉商業 110 平木　沢実 折尾愛真

112 櫻井　允貴 東　筑

81 角　倫太朗 八幡南

19
82

111 大濱　　駿

83 113 和方　洸喜

鞍　手

26

𠮷田　流空

明治学園

84 清水　健至 明治学園 114

高　稜

小倉商業

北九州高専

85 小山　充輝 敬　愛 115 荒嶽　　快

下釜　滉斗

苅田工業

87

諌山　幹旦 嘉　穂 11686

井上　　歩

椋田　智一

27
平山　由朔 小　倉

北九州

89

88 古野　途和

117

118

90 守屋　良治 小　倉

B y e

長嶺　雄太 折　尾

九国大付

120 松本　一輝 小倉西

合原　隆正 北九州高専

太田　健介 東　筑 B y e119

20



＜１＞ （ａ）, ９月１１日（土）は男女ともダブルスの予選と本戦1Rまで行い、その
　　　　　　　後シングルス予選２Ｒまで行う。（ シングルス予選Ｎ.Ｂ.１２：００ ）
　　　　 （ｂ）, 団体戦の抽選は3日目の朝に実施する予定。

＜２＞ （ａ）, 発熱などによる欠席がわかり次第、専門委員長（折尾愛真：田村）
　　　　　　　へ連絡すること。
　　　　 （ｂ）, 今大会は、コロナウィルスの疑いがある場合のみ、参加選手の
　　　　　　　交代・補充を認める。交代･補充の連絡締切は、
　　　　　　　・ダブルス：９月11日（土）８：１５まで、
　　　　　　　・シングルス：９月１１日（土）１１：００まで、
　　　　　　　・団体戦９月１８日（土）団体戦抽選開始までとする。

　　　※ シングルスの場合、補充選手を登録順位の一番下位に置く。欠員に
　　　　　なった選手より下位登録の選手はそれぞれ上へスライドする。
　　　　　（団体登録も同様）
　　  　　ダブルスの場合、変更したペアは登録順位の一番下位に置く。欠席し
　　　　　たペアより下位登録のペアはそれぞれ上へスライドする。
　　　　　（原則として、欠席をしたペアの補充のみ認める。他のペアを組み替え
　　　　　　ることは認めない。）
　　　　　上記のことから、HPにあげられた個人戦ドローと当日のドローの対戦
　　　　　相手が異なることもありえる。
　　　　　（選手が変更となった場合でも、当初の学校の下位登録の選手であり、
　　　　　　他校の生徒に変わることは無い。）

＜３＞ 全試合セルフジャッジとする。選手は大きな声で、ジャッジやカウント
　　　　コールを行うこと。
　　　※ セルフジャッジで試合が成立しないような場合、本部より審判を置く
　　　　　場合がある。

＜４＞ （ａ）, 各校で参加同意書をとり、体温計･アルコール消毒液などコロナ
　　　　　　　対策の準備をしておくこと。
　　 　　（ｂ）, 添付してある健康観察票（ＨＰにもｕｐ済み）を記入して、朝の連絡
　　　　　　　会で提出すること。
　　　　 （ｃ）, 選手は試合の前に手の消毒を行った後でボールを受け取ること。
　　　　　　　試合後も定期的に手の消毒を行うこと。

＜５＞ できるだけ、試合進行を進めるため、換気を十分に考慮して、安全性が
　　　　 確保されていると判断できたら、インドアコートの使用も行う。

＜６＞ 応援は拍手のみとする。団体戦開始前の応援歌斉唱や身体接触を伴う
　　　　 円陣は禁止する。円陣を組む場合は相互の距離を２ｍ程度とり、大声を
　　　　 出さないよう行うこと。
　　　※ 参照「令和３年度福岡県高等学校テニス新人大会開催注意事項」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８／２８改訂版（県大会ＨＰに掲載）

＜７＞ 試合後の握手は行わない。ダブルスもハイタッチなど身体接触を避け
　　　　 感染防止に努める。

　　　上記以外でも、追加のお願いを行う可能性がありますが、
　　　ご協力お願いします。
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121 杉野 小太朗 八幡工業

122 疋田　紘大 北九州

123

124 小川　涼平 嘉　穂
28

125 龍　　勇翔 八幡南

重松　琉惺 苅田工業

126 草本　　舜 九国大付

石川 健太郎 八　幡127

128 中村　俊太 東　筑

129

130

木花　海里 九国大付

29
田中　康太 折尾愛真

131 吉水　快光 小　倉

根葉　千裕 鞍　手132

133 北九州草本　智己

戸　畑134

志水　晄誠 敬　愛

30
135

牛田　智也

136 山下　泰輝 若　松

137 B y e

138 溝口 宗一朗 嘉　穂

八幡工業

139 田口 凜太朗 戸　畑

140 山松　諒介

142

31
小倉商業141 井手尾 拓真

苅田工業

143 橋本　　樹

福嶋　柊飛

北　筑

144 松永　遥翔 折尾愛真

＜追加連絡＞


