
平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U10GS
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

1 008005 BCテニスクラブ 石坂 紗有里 [1]  

    

2   Bye 1 石坂 紗有里 [1] 

     
3 010372 南原小学校 植村 青澄  渡久地 杜生 

    6-4  
4 010946 GenTS 渡久地 杜生 渡久地 杜生  

   6-3   
5 011704 神森小学校 国吉 優里奈  渡久地 杜生 

    6-0  
6   Bye 3 国吉 優里奈  

     
7 010371 TCμ 宇都宮 早絵  宇都宮 早絵 

    w.o. 
8   Bye 5 宇都宮 早絵  

     
9   Bye 6  渡久地 杜生 

    6-2  
10 011573 TCμ 酒井 明日美 酒井 明日美  

     
11   Bye 4  宮城 麻由 

    6-3  
12 007983 志真志小学校 宮城 麻由 宮城 麻由  

     
13   Bye 7  宮城 麻由 

    6-4  
14 010177 田場小学校 宇良 妃織 宇良 妃織  

     

15   Bye 2  嘉数 ちひろ [2] 

    6-0  

16 009776 TCμ 嘉数 ちひろ [2] 嘉数 ちひろ [2]  
   
  

平成28年8月6日（土）奥武山公園庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U12GS
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

1 006962 JINjr 石嶺 妃菜 [1]  

   石嶺 妃菜 [1]

2   Bye 1   

    石嶺 妃菜 [1]

3 009515 識名TS少年団 高野 琉海  8-2
   平良 二湖  

4 007869 古蔵小学校 平良 二湖 w.o.  

    石嶺 妃菜 [1]

5   Bye 9  8-0
   島袋 ひなた  

6 011577 ピン・ハブ 島袋 ひなた   
    島袋 ひなた

7   Bye 7  8-4
   仲村 和呼  

8 008267 当山小学校 仲村 和呼   

    石嶺 妃菜 [1]

9 008125 チャレンジ 佐藤 花音  8-1
   佐藤 花音  

10   Bye 3   
    佐藤 花音

11 005015 TCμ 大湾 優衣  8-1
   大湾 優衣  

12 009796 識名TS少年団 与那国 舞 8-0  
    佐藤 花音

13 009761 首里TS少年団 照屋 美琴  8-3
   友寄 百茶  

14 009462 識名TS少年団 友寄 百茶 8-6  
    友寄 百茶

15   Bye 5  8-3
   中村 栞  

16 009475 Rise TC 中村 栞   
    當眞 寧菜

17 012169 チャレンジ 松田 果凜  8-1
   松田 果凜  

18   Bye 6   
    松田 果凜

19 011084 ピン・ハブ 保久盛 杏菜  8-2
   保久盛 杏菜  

20   Bye 11   
    當眞 寧菜

21 010286 識名TS少年団 村山 響  8-0
   箱山 小春  

22 008949 TCμ 箱山 小春 9-7  
    當眞 寧菜

23   Bye 4  8-0
   當眞 寧菜  

24 007082 松川小学校 當眞 寧菜   
    當眞 寧菜

25 008957 識名TS少年団 金城 佐和  8-2
   金城 佐和  

26   Bye 8   
    与儀 夏芭 

27 012285 TCμ 与儀 夏芭  8-3  
   与儀 夏芭  

28   Bye 10   

    神里 琴音 [2] 

29 010340 Rise TC 榮門 星夏  8-1  
   山城 梨奈  

30 011564 ピン・ハブ 山城 梨奈 8-5   

    神里 琴音 [2] 

31   Bye 2  8-1  

   神里 琴音 [2]  

32 009716 津嘉山小学校 神里 琴音 [2]  

平成28年8月6日（土）奥武山公園庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U14GS（１）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Quarterfinals 

   

1 003716 西原中学校 宮城 利佳 [1]  

    

2   Bye 1 宮城 利佳 [1] 

     

3 011420 浦添中学校 山城 千佳  宮城 利佳 [1] 

    8-0  
4 006865 昭和薬科中学校 伊藤 穂美 山城 千佳  

   8-6   

5 012280 沖縄東中 栗山 藍  宮城 利佳 [1] 

    8-0  
6   Bye 64 栗山 藍  

     
7 011103 読谷中学校 島袋 芹歌  栗山 藍 

    8-2  
8   Bye 65 島袋 芹歌  

     

9 010321 潮平中学校 下門 未幸  宮城 利佳 [1] 

    8-3  
10   Bye 32 下門 未幸  

     
11 010222 沖縄東中学校 山田 梨々花  山田 梨々花 

    8-1  
12   Bye 97 山田 梨々花  

     
13 012114 鏡原中学校 上原 麻里亜  山田 梨々花 

    8-0  
14   Bye 33 上原 麻里亜  

     
15 010988 首里中学校 野村 南実  上原 麻里亜 

    9-8(4)  
16   Bye 96 野村 南実  

     

17 005915 GenTS 廣渡 澪  宮城 利佳 [1] 

    8-1  
18   Bye 16 廣渡 澪  

     
19 011259 石田中学校 大城 咲和  廣渡 澪 

    8-1  
20   Bye 113 大城 咲和  

     
21 011058 仲井真中学校 渡真利 みやび  廣渡 澪 

    8-0  
22   Bye 49 渡真利 みやび  

     
23 012305 桑江中学校 比嘉 海莉  渡真利 みやび 

    8-0  
24   Bye 80 比嘉 海莉  

     
25 009025 神森中学校 上地 未穂  廣渡 澪 

    8-0  
26   Bye 17 上地 未穂  

     
27 012138 首里中学校 川田 琉理  上地 未穂 

    8-0  
28   Bye 112 川田 琉理  

     
29 012316 興南中学校 上原 波音  上地 未穂 

    8-0  
30   Bye 48 上原 波音  

     
31 011138 宜野湾中学校 桃原 麻希  上原 波音 

    w.o. 
32   Bye 81 桃原 麻希  

平成２８年７月２７日（水）漫湖公園市民庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会  

U14GS（２）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Quarterfinals 

    

33 003035 沖縄尚学中学校 外間 友紀乃 [8]  

   外間 友紀乃 [5/8] 

34   Bye 8   

    外間 友紀乃 [5/8] 

35 009442 神森中学校 上地 里来  8-0  
   上地 里来  

36   Bye 121   

    外間 友紀乃 [5/8] 

37 011097 読谷中学校 西平 月夢  8-0  
   西平 月夢  

38   Bye 57   
    西平 月夢 

39 010430 伊良波中学校 古里 萌乃果  8-4  
   古里 萌乃果  

40   Bye 72   

    外間 友紀乃 [5/8] 

41 003510 東風平中学校 浦崎 奈緒  8-2  
   浦崎 奈緒  

42   Bye 25   
    濱田 かさね 

43 010906 琉大附属中学校 濱田 かさね  8-2  
   濱田 かさね  

44   Bye 104   
    濱田 かさね 

45 010987 首里中学校 平良 莉理  8-0  
   平良 莉理  

46   Bye 40   
    平良 莉理 

47 011024 仲井真中学校 豊平 琉南  8-4  
   豊平 琉南  

48   Bye 89   

    外間 友紀乃 [5/8] 

49 010245 沖縄東中学校 中里 遥  8-4  
   中里 遥  

50   Bye 9   
    中里 遥 

51 011137 宜野湾中学校 髙江洲 奈緒  8-1  
   髙江洲 奈緒  

52   Bye 120   
    中里 遥 

53 012308 桑江中学校 上原 紫華  8-1  
   上原 紫華  

54   Bye 56   
    松本 日和 

55 011673 南風原中学校 松本 日和  8-2  
   松本 日和  

56   Bye 73   
    中里 遥 

57 010319 潮平中学校 惣慶 栞  8-0  
   惣慶 栞  

58   Bye 24   
    惣慶 栞 

59 010991 首里中学校 與儀 真子  8-4  
   與儀 真子  

60   Bye 105   
    宇座 杏音 

61 011660 古堅中学校 与那覇 朱里  9-7  
   与那覇 朱里  

62   Bye 41   
    宇座 杏音 

63 010564 具志川東中学校 宇座 杏音  8-6  
   宇座 杏音  

64   Bye 88  

平成２８年７月２７日（水）漫湖公園市民庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U14GS（３）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Quarterfinals 

    

65 006227 チャレンジ 比嘉 美徳 [3]  

   比嘉 美徳 [3/4] 

66   Bye 4   

    比嘉 美徳 [3/4] 

67 010563 具志川東中学校 照屋 七海  8-0  
   照屋 七海  

68 010328 潮平中学校 山城 ひまり 8-2   

    比嘉 美徳 [3/4] 

69 011060 仲井真中学校 瀬田 一葉  8-0  
   瀬田 一葉  

70   Bye 61   
    瀬田 一葉 

71 012379 沖縄東中学校 岸本 咲綾  8-1  
   岸本 咲綾  

72   Bye 68   

    比嘉 美徳 [3/4] 

73 012309 桑江中学校 崎原 綾乃  8-2  
   崎原 綾乃  

74   Bye 29   
    志堅原 奈央 

75 009846 首里中学校 志堅原 奈央  8-0  
   志堅原 奈央  

76   Bye 100   
    志堅原 奈央 

77 011105 読谷中学校 金城 美紅  8-0  
   金城 美紅  

78   Bye 36   
    金城 美紅 

79 011282 興南中学校 喜友名 実樹  w.o. 
   喜友名 実樹  

80   Bye 93   

    比嘉 美徳 [3/4] 

81 008653 うるまTC 中原 南海  8-3  
   中原 南海  

82   Bye 13   
    中原 南海 

83 011101 読谷中学校 野間 萌夏  w.o. 
   野間 萌夏  

84   Bye 116   
    中原 南海 

85 009836 首里中学校 知念 佳南  8-2  
   知念 佳南  

86   Bye 52   
    知念 佳南 

87 010257 TCμ 戎野 菜々  9-7  
   戎野 菜々  

88   Bye 77   
    中原 南海 

89 011375 浦添中学校 伊礼 早希  8-2  
   伊礼 早希  

90   Bye 20   
    伊礼 早希 

91 011358 神森中学校 山田 麗奈  8-2  
   山田 麗奈  

92   Bye 109   
    伊礼 早希 

93 011652 佐敷中学校 嶺井 ゆうり  8-2  
   嶺井 ゆうり  

94   Bye 45   
    嶺井 ゆうり 

95 012403 宜野湾中学校 根間 笑合夏  8-0  
   根間 笑合夏  

96   Bye 84  

平成２８年７月２７日（水）漫湖公園市民庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U14GS（４）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Quarterfinals 

    

97 008107 eクラブ 星 海 [7]  

   星 海 [5/8] 

98   Bye 5   

    星 海 [5/8] 

99 011939 興南中学校 嵩下 加奈子  8-0  
   嵩下 加奈子  

100   Bye 124   

    星 海 [5/8] 

101 008113 神森中学校 国吉 香里奈  8-3  
   国吉 香里奈  

102   Bye 60   
    仲地 愛華 

103 009160 琉大附属中学校 仲地 愛華  8-1  
   仲地 愛華  

104   Bye 69   

    星 海 [5/8] 

105 010317 潮平中学校 冨里 莉々果  8-0  
   冨里 莉々果  

106   Bye 28   
    多嘉良 咲樹 

107 011025 仲井真中学校 多嘉良 咲樹  8-2  
   多嘉良 咲樹  

108   Bye 101   
    多嘉良 咲樹 

109 012401 宜野湾中学校 東江 芽生  8-0  
   東江 芽生  

110   Bye 37   
    西尾 佳鈴 

111 012314 桑江中学校 西尾 佳鈴  8-3  
   西尾 佳鈴  

112   Bye 92   

    星 海 [5/8] 

113 003929 首里中学校 金城 あかり  8-2  
   金城 あかり  

114   Bye 12   
    金城 あかり 

115 012307 桑江中学校 ﾎｽｷﾝｽ ｸﾘｽﾃｨﾝ ﾃｨｱﾗ  8-0  
   ﾎｽｷﾝｽ ｸﾘｽﾃｨﾝ ﾃｨｱﾗ  

116   Bye 117   
    金城 あかり 

117 011770 伊良波中学校 宮元 杏乃  8-0  
   宮元 杏乃  

118   Bye 53   
    天久 季音 

119 012294 古堅中学校 天久 季音  8-5  
   天久 季音  

120   Bye 76   
    金城 あかり 

121 002760 国頭中学校 島袋 碧衣  8-1  
   島袋 碧衣  

122   Bye 21   
    島袋 碧衣 

123 012008 鏡原中学校 仲宗根 佳南  8-0  
   仲宗根 佳南  

124   Bye 108   
    島袋 碧衣 

125 010559 具志川東中学校 稲福 葵南  8-0  
   稲福 葵南  

126   Bye 44   
    稲福 葵南 

127 011318 読谷中学校 島袋 桜  8-0  
   島袋 桜  

128   Bye 85  

平成２８年７月２７日（水）漫湖公園市民庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U14GS（５）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Quarterfinals 

    
129   Bye 86  

   玉寄 さくら 
130 010927 仲井真中学校 玉寄 さくら   

    玉寄 さくら 
131   Bye 43  8-0  

   渡口 音々  
132 011100 読谷中学校 渡口 音々   

    金城 乃愛 
133   Bye 107  8-1  

   久場 美郁  
134 010975 首里中学校 久場 美郁   

    金城 乃愛 
135   Bye 22  8-1  

   金城 乃愛  
136 010324 潮平中学校 金城 乃愛   

    陣内 野乃華 
137   Bye 75  8-1  

   砂川 七星  
138 011388 浦添中学校 砂川 七星   

    砂川 七星 
139   Bye 54  w.o. 

   新垣 朱里  
140 011135 宜野湾中学校 新垣 朱里   

    陣内 野乃華 
141   Bye 118  8-1  

   陣内 野乃華  
142 010363 沖縄東中学校 陣内 野乃華   

    陣内 野乃華 
143   Bye 11  8-5  

   川武 陽菜  
144 008860 神森中学校 川武 陽菜   

    伊野波 美琴 [5/8] 

145   Bye 91  8-6  
   崎原 涼花  

146 011482 琉大附属中学校 崎原 涼花   
    崎原 涼花 

147   Bye 38  8-1  
   大城 百叶  

148 010973 首里中学校 大城 百叶   
    崎原 涼花 

149   Bye 102  8-2  
   松本 南々美  

150 010560 具志川東中学校 松本 南々美   
    松本 南々美 

151   Bye 27  8-1  
   鈴木 夏月  

152 012310 桑江中学校 鈴木 夏月   

    伊野波 美琴 [5/8] 

153   Bye 70  8-1  
   大城 すずか  

154 011461 伊良波中学校 大城 すずか   
     

155   Bye 59  Not Played 
   津波古 梨々  

156 010562 TTS 津波古 梨々   

    伊野波 美琴 [5/8] 

157   Bye 123  w.o. 
   大城 百楽  

158 007694 北谷中学校 大城 百楽   

    伊野波 美琴 [5/8] 

159   Bye 6  8-2  

   伊野波 美琴 [5/8]  

160 009195 チャレンジ 伊野波 美琴 [5]  

平成２８年７月２７日（水）漫湖公園市民庭球場　受付10：30～10：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U14GS（６）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Quarterfinals 

    
161   Bye 83  

   宇座 桜 
162 011327 読谷中学校 宇座 桜   

    與儀 七彩 
163   Bye 46  8-4  

   與儀 七彩  
164 012436 沖縄東中学校 與儀 七彩   

    比嘉 理留 
165   Bye 110  8-0  

   比嘉 理留  
166 011357 神森中学校 比嘉 理留   

    比嘉 理留 
167   Bye 19  8-5  

   上原 未来  
168 006199 鏡原中学校 上原 未来   

    漢那 春妃 
169   Bye 78  8-5  

   キー 円花  
170 012313 桑江中学校 キー 円花   

    桃原 れな 
171   Bye 51  8-0  

   桃原 れな  
172 011057 仲井真中学校 桃原 れな   

    漢那 春妃 
173   Bye 115  8-5  

   平安 ななみ  
174 011369 浦添中学校 平安 ななみ   

    漢那 春妃 
175   Bye 14  8-2  

   漢那 春妃  
176 008661 西原ジュニア 漢那 春妃   

    當眞 帆夏 [3/4] 

177   Bye 94  8-2  
   渡慶次 杏梨  

178 011709 宜野湾中学校 渡慶次 杏梨   
    親里 愛海 

179   Bye 35  8-1  
   親里 愛海  

180 010310 西原中学校 親里 愛海   
    渡久地 凛音 

181   Bye 99  8-5  
   渡久地 凛音  

182 009466 GenTS 渡久地 凛音   
    渡久地 凛音 

183   Bye 30  8-3  
   池原 亜久合  

184 012288 古堅中学校 池原 亜久合   

    當眞 帆夏 [3/4] 

185   Bye 67  8-0  
   田崎 結依  

186 001602 具志川東中学校 田崎 結依   
    田崎 結依 

187   Bye 62  8-3  
   仲本 芽生  

188 011279 興南中学校 仲本 芽生   

    當眞 帆夏 [3/4] 

189 011102 読谷中学校 西銘 櫻子  8-0  
   上原 琴梨  

190 010322 潮平中学校 上原 琴梨 8-2   

    當眞 帆夏 [3/4] 

191   Bye 3  8-1  

   當眞 帆夏 [3/4]  

192 004066 首里中学校 當眞 帆夏 [4]  

平成２８年７月２７日（水）漫湖公園市民庭球場　受付10：30～10：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U14GS（７）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Quarterfinals 

    
193   Bye 87  

   玉城 鈴 
194 012311 桑江中学校 玉城 鈴   

    冨永 梨莉 
195   Bye 42  8-0  

   冨永 梨莉  
196 011363 神森中学校 冨永 梨莉   

    大城 澄怜 
197   Bye 106  8-1  

   大城 穂乃香  
198 011322 読谷中学校 大城 穂乃香   

    大城 澄怜 
199   Bye 23  8-0  

   大城 澄怜  
200 010320 潮平中学校 大城 澄怜   

    大城 澄怜 
201   Bye 74  8-6  

   邱 一泓  
202 011126 琉大附属中学校 邱 一泓   

    鈴木 結 
203   Bye 55  4-8  

   鈴木 結  
204 010986 首里中学校 鈴木 結   

    又吉 奈菜 
205   Bye 119  8-0  

   川中 優香  
206 003950 沖縄東中学校 川中 優香   

    又吉 奈菜 
207   Bye 10  9-7  

   又吉 奈菜  
208 004104 チャレンジ 又吉 奈菜   

    平川 桃子 [5/8] 

209   Bye 90  8-6  
   神谷 七葉  

210 009845 首里中学校 神谷 七葉   
    神谷 七葉 

211   Bye 39  8-0  
   ベネット ブリーナ凜  

212 012306 桑江中学校 ベネット ブリーナ凜   
    新井 舞桜 

213   Bye 103  8-5  
   前田 希穂  

214 011710 宜野湾中学校 前田 希穂   
    新井 舞桜 

215   Bye 26  8-0  
   新井 舞桜  

216 011026 仲井真中学校 新井 舞桜   

    平川 桃子 [5/8] 

217   Bye 71  8-1  
   山内 キラリ  

218 010565 具志川東中学校 山内 キラリ   
    山内 キラリ 

219   Bye 58  8-2  
   豊里 知大  

220 009529 TCμ 豊里 知大   

    平川 桃子 [5/8] 

221   Bye 122  8-1  
   宮城 心  

222 010561 うるまＴＣ 宮城 心   

    平川 桃子 [5/8] 

223   Bye 7  8-2  

   平川 桃子 [5/8]  

224 005833 Scratch Jr 平川 桃子 [6]  

平成２８年７月２７日（水）漫湖公園市民庭球場　受付10：30～10：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U14GS（８）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Quarterfinals 

    
225   Bye 82  

   渡真利 玲奈 
226 011290 興南中学校 渡真利 玲奈   

    古堅 愛鈴奈 
227   Bye 47  8-1  

   古堅 愛鈴奈  
228 011661 古堅中学校 古堅 愛鈴奈   

    大城 由衣菜 
229   Bye 111  8-0  

   河崎 あかり  
230 010974 首里中学校 河崎 あかり   

    大城 由衣菜 
231   Bye 18  8-0  

   大城 由衣菜  
232 007824 GenTS 大城 由衣菜   

    具志堅 涼夏 
233   Bye 79  8-5  

   松井 こころ  
234 012312 桑江中学校 松井 こころ   

    仲村 梨央 
235   Bye 50  8-1  

   仲村 梨央  
236 012373 沖縄東中学校 仲村 梨央   

    具志堅 涼夏 
237   Bye 114  8-0  

   神 和圭菜  
238 011139 伊良波中学校 神 和圭菜   

    具志堅 涼夏 
239   Bye 15  8-2  

   具志堅 涼夏  
240 002562 古蔵中学校 具志堅 涼夏   

    丑番 希恵 [2] 

241   Bye 95  8-2  
   糸数 さくら  

242 011115 仲井真中学校 糸数 さくら   
    知花 来杏 

243   Bye 34  8-3  
   知花 来杏  

244 011099 読谷中学校 知花 来杏   
    生盛 志歩 

245   Bye 98  8-2  
   福谷 千恵  

246 011401 安岡中学校 福谷 千恵   
    生盛 志歩 

247   Bye 31  8-1  
   生盛 志歩  

248 005933 首里中学校 生盛 志歩   

    丑番 希恵 [2] 

249   Bye 66  8-1  
   東恩納 雛乃  

250 011339 浦添中学校 東恩納 雛乃   
    東恩納 雛乃 

251   Bye 63  8-0  
   儀間 愛莉  

252 012404 宜野湾中学校 儀間 愛莉   

    丑番 希恵 [2] 

253 003519 石田中学校 我喜屋 茜  8-0  
   我喜屋 茜  

254 008859 神森中学校 渡久地 真子   

    丑番 希恵 [2] 

255   Bye 2  8-0  

   丑番 希恵 [2]  

256 000656 ＪＩＮｊｒ 丑番 希恵 [2]  

平成２８年７月２７日（水）漫湖公園市民庭球場　受付10：30～10：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U14GS（ベスト８～）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 003716 西原中学校 宮城 利佳 [1] 

宮城 利佳 [1] 

33 003035 沖縄尚学中学校 外間 友紀乃 [8] 9-8（4）  

宮城 利佳 [1] 

65 006227 チャレンジ 比嘉 美徳 [3] 8-1
星 海 [7]  

97 008107 eクラブ 星 海 [7] 8-1  

丑番 希恵 [2] 

160 009195 チャレンジ 伊野波 美琴 [5] 8-2
當眞 帆夏 [4]  

192 004066 首里中学校 當眞 帆夏 [4] 8-1  
丑番 希恵 [2] 

224 005833 Scratch Jr 平川 桃子 [6] 8-0
丑番 希恵 [2]  

256 000656 ＪＩＮｊｒ 丑番 希恵 [2] 8-0  

平成２８年７月２９日（金）奥武山公園庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U16GS（１）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

   

1 000039 沖縄尚学中学校 楚南 桃子 [1]  

    

2   Bye 1 楚南 桃子 [1] 

     

3 012321 陽明高校 善平 愛莉 ブレスイング  楚南 桃子 [1] 

    8-0  
4 009838 首里中学校 照屋 琉花 照屋 琉花  

   w.o.  

5   Bye 33  楚南 桃子 [1] 

    8-2  

6 009532 知念高校 友利 早葵 友利 早葵  

     
7   Bye 31  瀬名波 えみり 

    8-0  

8 008001 小禄高校 瀬名波 えみり 瀬名波 えみり  

     

9 011647 昭和薬科中学校 翁長 萌花  楚南 桃子 [1] 

    8-3  
10   Bye 17 翁長 萌花  

     
11 012072 那覇西高校 比嘉 香月  比嘉 香月 

    w.o. 
12 007898 首里東高校 稲福 璃瑚 比嘉 香月  

   8-3   
13 012226 小禄高校 仲門 愛実  浦崎 倭菜 

    8-0  
14 012085 昭和薬科高校 嵩下 貴子 仲門 愛実  

   w.o.  
15   Bye 15  浦崎 倭菜 

    8-1  
16 004007 沖縄尚学中学校 浦崎 倭菜 浦崎 倭菜  

     

17 005893 開邦高校 川畑 萌依  楚南 桃子 [1] 

    8-1  
18   Bye 9 川畑 萌依  

     
19 007737 小禄高校 外間 唯奈  川畑 萌依 

    8-5  
20 007891 具志川高校 宇座 花音 外間 唯奈  

   8-6   
21 009550 西崎中学校 高橋 芽生  川畑 萌依 

    8-3  
22 011964 浦添高校 佐久川 梨音 佐久川 梨音  

   8-3   
23   Bye 23  佐久川 梨音 

    8-4  
24 009623 石嶺中学校 中林 咲良 中林 咲良  

     
25 009280 城北中学校 長元 結奈  星 空 

    8-0  
26   Bye 25 長元 結奈  

     
27 011978 球陽高校 中山 香穂  長元 結奈 

    8-4  
28 012323 那覇国際高校 山城 由依 中山 香穂  

   8-0   
29 012240 糸満高校 比屋根 奈実  星 空 

    8-0  
30 008975 沖縄尚学中学校 島袋 彩 比屋根 奈実  

   8-2   
31   Bye 7  星 空 

    8-0  
32 008109 eクラブ 星 空 星 空  

平成２８年８月１日（月）奥武山公園庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U16GS（２）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

    

33 008607 潮平中学校 金城 梨美 [4]  

   金城 梨美 [3/4] 

34   Bye 3   

    金城 梨美 [3/4] 

35 002540 神森中学校 奥間 華穂  8-1  
   奥間 華穂  

36 009152 具志川高校 喜納 杏菜 w.o.  

    金城 梨美 [3/4] 

37   Bye 36  8-0  
   友利 早耶香  

38 003522 小禄高校 友利 早耶香   
    宇室 李穂 

39   Bye 29  8-5  
   宇室 李穂  

40 007505 那覇西高校 宇室 李穂   

    金城 梨美 [3/4] 

41 009016 沖縄尚学中学校 伊波 天空  8-4  
   伊波 天空  

42   Bye 19   
    伊波 天空 

43 011638 昭和薬科中学校 浦崎 美也子  9-7  
   島袋 琴乃  

44 007253 嘉手納高校 島袋 琴乃 8-4   
    肥後 歌者 

45 007900 浦添高校 金城 奏夢  8-0  
   金城 奏夢  

46 011979 球陽高校 山川 真凜 8-5   
    肥後 歌者 

47   Bye 13  8-3  
   肥後 歌者  

48 008639 名護グリーンクラブ 肥後 歌者   
    植村 美海 

49 009385 具志川東中学校 又吉 萌  8-1  
   又吉 萌  

50   Bye 11   
    又吉 萌 

51 007629 小禄高校 小林 美月  8-1  
   小林 美月  

52 010087 西原高校 瑞慶覧 芽瑠 8-4   
    又吉 萌 

53 009570 西崎中学校 金城 千広  8-0  
   金城 千広  

54 011949 知念高校 山城 慶奈 8-5   
    多和田 春葉 

55   Bye 21  9-7  
   多和田 春葉  

56 011286 宜野湾中学校 多和田 春葉   
    植村 美海 

57 005558 中部商業高校 真名井 妃  8-1  
   真名井 妃  

58   Bye 27   
    真名井 妃 

59 012244 糸満高校 平良 妃穂乃  8-3  
   平良 妃穂乃  

60   Bye 37   
    植村 美海 

61 007819 小禄高校 比嘉 彩乃  8-1  
   比嘉 彩乃  

62 011977 球陽高校 喜屋武 里彩 w.o.  
    植村 美海 

63   Bye 5  8-0  
   植村 美海  

64 002752 沖縄東中学校 植村 美海  

平成２８年８月１日（月）奥武山公園庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U16GS（３）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

    

65 000700 沖縄尚学中学校 比嘉 優花 [5]  

   比嘉 優花 [5/8] 

66   Bye 6   

    比嘉 優花 [5/8] 

67 008212 陽明高校 仲村 百音  8-0  
   仲村 百音  

68 008612 潮平中学校 上原 楓 9-7   

    比嘉 優花 [5/8] 

69   Bye 38  8-0  
   宮里 侑佑  

70 012042 那覇西高校 宮里 侑佑   
    儀間 涼名 

71   Bye 28  8-5  
   儀間 涼名  

72 011990 浦添高校 儀間 涼名   

    比嘉 優花 [5/8] 

73 009271 球陽高校 栗山 優  8-3  
   栗山 優  

74   Bye 22   
    大城 叶子 

75 005849 石田中学校 平川 さくら  8-3  
   大城 叶子  

76 010537 北谷中学校 大城 叶子 8-6   
    喜久里 真子 

77 009350 GenTS 渡久地 葵葉  8-0  
   渡久地 葵葉  

78 009748 沖縄尚学中学校 中村 優花 8-2   
    喜久里 真子 

79   Bye 12  8-5  
   喜久里 真子  

80 004123 小禄高校 喜久里 真子   

    運天 美空 [3/4] 

81 007045 糸満高校 上原 夕奈  8-1  
   上原 夕奈  

82   Bye 14   
    上原 夕奈 

83 007894 具志川高校 安慶名 真奈  9-7  
   安慶名 真奈  

84 011976 球陽高校 新垣 花奈 8-1   
    上原 夕奈 

85 012036 那覇西高校 上江洌 詩瑠久  8-2  
   上江洌 詩瑠久  

86 009566 小禄高校 平川 舞海 8-2   
    上江洌 詩瑠久 

87   Bye 20  8-4  
   鉢嶺 侑  

88 006825 首里東高校 鉢嶺 侑   

    運天 美空 [3/4] 

89 010753 昭和薬科中学校 奥濱 真衣花  8-1  
   奥濱 真衣花  

90   Bye 30   
    奥濱 真衣花 

91 011950 知念高校 金城 咲綾  8-5  
   金城 咲綾  

92   Bye 35   

    運天 美空 [3/4] 

93 006841 小禄高校 高良 香澄  8-1  
   高良 香澄  

94 011280 宜野湾中学校 赤平 実咲 8-2   

    運天 美空 [3/4] 

95   Bye 4  8-2  

   運天 美空 [3/4]  

96 002049 伊良波中学校 運天 美空 [3]  

平成２８年８月１日（月）奥武山公園庭球場　受付9：30～9：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U16GS（４）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

    
97 002570 西原高校 嘉手川 莉子  

   嘉手川 莉子 
98   Bye 8   

    嘉手川 莉子 
99 011980 球陽高校 仲宗根 陽香  8-4  

   吉浜 りん  
100 008298 小禄高校 吉浜 りん 8-1   

    嘉手川 莉子 
101   Bye 39  8-4  

   喜納 恭  
102 010444 読谷高校 喜納 恭   

    喜納 恭 
103   Bye 26  8-4  

   中西 久香  
104 011061 沖縄尚学中学校 中西 久香   

    下地 菜都美 
105 007252 嘉手納高校 中林 楓  8-2  

   中林 楓  
106   Bye 24   

    中林 楓 
107 009575 西崎中学校 金城 千鶴  8-3  

   金城 千鶴  
108 010709 興南高校 高江洲 妃和 8-4   

    下地 菜都美 
109 011658 昭和薬科中学校 大村 愛実  8-1  

   大城 三奈  
110 007049 糸満高校 大城 三奈 8-0   

    下地 菜都美 
111   Bye 10  8-1  

   下地 菜都美  
112 000669 仲井真中学校 下地 菜都美   

    下里 うらら [2] 

113 002704 チャレンジ 折田 彩寧  8-3  
   折田 彩寧  

114   Bye 16   
    折田 彩寧 

115 009844 首里中学校 大西 美穂  8-4  
   大西 美穂  

116 009564 小禄高校 山田 結加 8-3   
    折田 彩寧 

117 008297 宜野湾高校 川満 海依  8-2  
   川満 海依  

118 011952 知念高校 金城 舞 w.o.  
    川満 海依 

119   Bye 18  8-3  
   上原 涼代  

120 007353 那覇西高校 上原 涼代   

    下里 うらら [2] 

121 012210 小禄高校 立津 裕子  8-2  
   立津 裕子  

122   Bye 32   
    国場 星紀 

123 008606 潮平中学校 国場 星紀  8-0  
   国場 星紀  

124   Bye 34   

    下里 うらら [2] 

125 012286 具志頭中学校 宮城 妃李  8-0  
   宮城 妃李  

126 011965 浦添高校 玉城 はる香 9-7   

    下里 うらら [2] 

127   Bye 2  8-0  

   下里 うらら [2]  

128 001562 EクラブJr. 下里 うらら [2]  

平成２８年８月１日（月）奥武山公園庭球場　受付9：30～9：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U16GS（ベスト８～）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 000039 沖縄尚学中学校 楚南 桃子 [1] 

楚南 桃子 [1] 

32 008109 eクラブ 星 空 8-1  

楚南 桃子 [1] 

33 008607 潮平中学校 金城 梨美 [4] 8-3
植村 美海  

64 002752 沖縄東中学校 植村 美海 8-1  
楚南 桃子 [1] 

65 000700 沖縄尚学中学校 比嘉 優花 [5] 9-8(2)

運天 美空 [3]  

96 002049 伊良波中学校 運天 美空 [3] 8-1  

下里 うらら [2] 

112 000669 仲井真中学校 下地 菜都美 8-5
下里 うらら [2]  

128 001562 EクラブJr. 下里 うらら [2] 8-3  



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U18GS（１）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

   

1 002048 沖縄尚学高校 稲手 梨紗 [1]  

   稲手 梨紗 [1] 

2   Bye 1   

    稲手 梨紗 [1] 

3 007661 普天間高校 曽木 あかり  8-0  

   曽木 あかり  

4 007909 浦添商業高校 當眞 琉花 8-0   

    稲手 梨紗 [1] 

5 007614 糸満高校 大城 果奈  8-0  
   大城 果奈  

6 012076 コザ高校 仲間 優莉 8-2   
    久高 萌栞 

7 007627 那覇高校 島袋 華世  8-2  
   久高 萌栞  

8 007264 首里高校 久高 萌栞 8-5   

    稲手 梨紗 [1] 

9 002524 具志川高校 新垣 さくら  8-5  
   喜久川 珠梨  

10 008145 コザ高校 喜久川 珠梨 8-3   
    喜久川 珠梨 

11 007237 球陽高校 山城 愛永  8-1  
   友寄 葉月  

12 010741 前原高校 友寄 葉月 w.o.  
    石川 さくら 

13 005585 那覇高校 平良 七海  8-1  
   平良 七海  

14 010420 小禄高校 志藤 真央 8-6   
    石川 さくら 

15 003532 首里高校 與那覇 瑠海  8-1  
   石川 さくら  

16 000698 Scratch Jr 石川 さくら 8-1   

    知名 真歩 [5/8] 

17 007579 那覇高校 當銘 咲星  9-7  
   當銘 咲星  

18   Bye 9   
    當銘 咲星 

19 005513 首里高校 吉田 菜々子  8-2  
   宮城 詩織  

20 007480 普天間高校 宮城 詩織 8-4   
    當銘 咲星 

21 011741 美来工科高校 真栄城 沙綾  8-1  
   真栄城 沙綾  

22 009817 名護グリーンクラブ 崎濱 千晶 w.o.  
    並里 美奈代 

23 006459 具志川高校 崎山 杏  8-0  
   並里 美奈代  

24 005572 首里東高校 並里 美奈代 8-2   

    知名 真歩 [5/8] 

25 007012 浦添工業高校 宮城 志歩  8-1  
   保久盛 鈴菜  

26 007528 那覇高校 保久盛 鈴菜 8-1   
    伊集 綺子 

27 010774 宜野湾高校 高良 ためら  8-6  
   伊集 綺子  

28 012075 コザ高校 伊集 綺子 8-5   

    知名 真歩 [5/8] 

29 007474 球陽高校 上原 蘭  8-0  
   上原 蘭  

30 010102 豊見城高校 新垣 有希 8-1   

    知名 真歩 [5/8] 

31   Bye 7  8-0  

   知名 真歩 [5/8]  

32 000831 首里高校 知名 真歩 [7]  

平成２８年７月２８日（木）県総合運動庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U18GS（２）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

    

33 000662 首里高校 伊波 実花子 [3]  

   伊波 実花子 [3/4] 

34   Bye 3   

    伊波 実花子 [3/4] 

35 010431 那覇高校 上原 緋成子  8-2  
   照屋 梨乃  

36 005642 コザ高校 照屋 梨乃 8-4   

    伊波 実花子 [3/4] 

37 007664 普天間高校 瀧澤 空  8-1  
   瀧澤 空  

38 008501 那覇工業高校 小山 美鈴 8-1   
    瀧澤 空 

39 005992 球陽高校 谷貝 直未  8-2  
   今村 雅  

40 012367 前原高校 今村 雅 8-5   

    伊波 実花子 [3/4] 

41 008275 豊見城高校 並里 真実  8-2  
   小濱 郁実  

42 005557 普天間高校 小濱 郁実 8-1   
    小濱 郁実 

43 008196 糸満高校 赤崎 莉乃  8-4  
   宮城 由佳  

44 005284 首里高校 宮城 由佳 8-6   
    比嘉 恭伽 

45 012083 那覇西高校 渡慶次 りあん  8-2  
   渡慶次 りあん  

46 012366 首里東高校 具志堅 こだま 8-6   
    比嘉 恭伽 

47 010505 那覇高校 島袋 夏鈴  8-0  
   比嘉 恭伽  

48 000049 沖縄尚学高校 比嘉 恭伽 8-3   

    伊波 実花子 [3/4] 

49 001589 コザ高校 福地 雛  8-6  
   福地 雛  

50   Bye 11   
    福地 雛 

51 005579 沖縄尚学高校 立津 さくら  8-3  
   立津 さくら  

52 007889 首里東高校 田仲 芽依 8-0   
    福地 雛 

53 008235 浦添高校 山入端 萌香  8-5  
   上江洲 風香  

54 007704 普天間高校 上江洲 風香 8-3   
    金城 ひかり 

55 008410 那覇高校 長嶺 美似  8-3  
   金城 ひかり  

56 003928 首里高校 金城 ひかり 8-2   
    福地 雛 

57 005874 那覇高校 豊平 実都姫  8-6  
   豊平 実都姫  

58 011951 知念高校 金城 智香 8-1   
    比嘉 美音 

59 012216 具志川高校 佐久川 育子  8-2  
   比嘉 美音  

60 010644 コザ高校 比嘉 美音 8-1   

    上原 あかり [5/8] 

61 005976 首里高校 與那嶺 李佳  8-1  
   永山 祈音  

62 010581 球陽高校 永山 祈音 8-2   

    上原 あかり [5/8] 

63   Bye 5  8-0  

   上原 あかり [5/8]  

64 001098 琉大附属中学校 上原 あかり [5]  

平成２８年７月２８日（木）県総合運動庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U18GS（３）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

    

65 006386 普天間高校 国吉 莉湖 [8]  

   国吉 莉湖 [5/8] 

66   Bye 6   

    国吉 莉湖 [5/8] 

67 006718 首里高校 保久村 聖香  8-2  
   瑞慶覧 沙恵  

68 006364 糸満高校 瑞慶覧 沙恵 8-2   

    国吉 莉湖 [5/8] 

69 010580 球陽高校 島袋 さくら  8-4  
   島袋 さくら  

70 011014 那覇工業高校 伊禮 比奈 8-2   
    玉城 沙耶乃 

71 012077(7582) コザ高校 坂田 吏穂  8-1  
   玉城 沙耶乃  

72 010432 那覇高校 玉城 沙耶乃 8-0   
    仲村 姫加 

73 007865 首里高校 謝花 愛海  8-1  
   謝花 愛海  

74 012246 那覇高校 金城 歩乃佳 8-1   
    謝花 愛海 

75 012383 首里東高校 又吉 咲奈枝  8-4  
   赤嶺 桜  

76 007582 コザ高校 赤嶺 桜 8-0   
    仲村 姫加 

77 010767 宜野湾高校 新垣 友香  8-3  
   横田 璃梨花  

78 010661 具志川高校 横田 璃梨花 8-5   
    仲村 姫加 

79 007325 浦添高校 宮城 亜衣里  8-0  
   仲村 姫加  

80 003931 沖縄尚学高校 仲村 姫加 8-0   

    石坂 桃子 [3/4] 

81 010766 那覇西高校 呉屋 七海  8-0  
   井上 紗也香  

82 010189 首里東高校 井上 紗也香 8-1   
    佐藤 夢真 

83 007691 浦添商業高校 宮良 優月  8-3  
   佐藤 夢真  

84 003546 沖縄尚学高校 佐藤 夢真 8-0   
    玉城 花梨 

85 008174 普天間高校 安藤 由衣  9-8(2)  
   町田 紀香  

86 010582 球陽高校 町田 紀香 8-1   
    玉城 花梨 

87 005573 那覇高校 伊藤 結萌  8-1  
   玉城 花梨  

88 007479 首里高校 玉城 花梨 8-3   

    石坂 桃子 [3/4] 

89 007718 浦添工業高校 海江田 百花  8-5  
   海江田 百花  

90 012080 首里高校 伊是名 涼子 8-2   
    宮城 朱里 

91 008790 コザ高校 宮城 朱里  8-6  
   宮城 朱里  

92 008317 那覇高校 松山 涼香 8-5   

    石坂 桃子 [3/4] 

93 010739 前原高校 宮里 珠華  8-2  
   上原 光葵  

94 010104 豊見城高校 上原 光葵 8-3   

    石坂 桃子 [3/4] 

95   Bye 4  8-0  

   石坂 桃子 [3/4]  

96 000717 向陽高校 石坂 桃子 [4]  

平成２８年７月２８日（木）県総合運動庭球場　受付10：30～10：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U18GS（４）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

    

97 000983 首里高校 安里 美優 [6]  

   安里 美優 [5/8] 

98   Bye 8   

    安里 美優 [5/8] 

99 008308 那覇高校 阿波連 和奏  8-0  
   宮里 静奈  

100 007477 普天間高校 宮里 静奈 8-3   

    安里 美優 [5/8] 

101 010649 コザ高校 平川 凜子  8-0  
   平川 凜子  

102 011693 具志川高校 嘉陽 響 8-2   
    平川 凜子 

103 003655 球陽高校 粟国 みれあ  8-3  
   又吉 瀬李菜  

104 007235 読谷高校 又吉 瀬李菜 9-7   

    安里 美優 [5/8] 

105 005575 首里東高校 玉城 涼香  8-0  
   玉城 涼香  

106 012081 首里高校 久高 由莉 8-1   
    玉城 涼香 

107 010735 前原高校 栄野川 紗晶  8-3  
   友利 木綿子  

108 005677 那覇西高校 友利 木綿子 8-5   
    宮里 明日香 

109 006357 糸満高校 江洲 希実  8-5  
   宮里 明日香  

110 010215 美来工科高校 宮里 明日香 8-3   
    宮里 明日香 

111   Bye 10  w.o. 
   仲間 有沙  

112 010589 コザ高校 仲間 有沙   

    安里 美優 [5/8] 

113 007678 沖縄尚学高校 仲宗根 雅  w.o. 
   仲宗根 雅  

114 010742 前原高校 蔵当 絵愛 8-2   
    仲宗根 雅 

115 000955 コザ高校 安座間 千笑  8-5  
   安座間 千笑  

116 012079(7994) 首里高校 宮里 海音 8-2   
    仲宗根 雅 

117 012249 那覇高校 具志堅 夏穂  8-1  
   眞榮田 朱里  

118 010685 普天間高校 眞榮田 朱里 8-1   
    眞榮田 朱里 

119 010645 具志川高校 阿波根 菜那子  8-0  
   阿波根 菜那子  

120 008536 那覇工業高校 稲福 理南子 8-3   

    新城 未亜 [2] 

121 005978 首里高校 平良 季咲  8-3  
   当真 美月  

122 008745 普天間高校 当真 美月 8-5   
    当真 美月 

123 012247 那覇高校 阿嘉 彩音  8-0  
   阿嘉 彩音  

124 007665 豊見城高校 与儀 竹咲 8-3   

    新城 未亜 [2] 

125 010637 知念高校 島袋 恵利花  8-1  
   伊佐 林里子  

126 010592 球陽高校 伊佐 林里子 8-2   

    新城 未亜 [2] 

127   Bye 2  8-1  

   新城 未亜 [2]  

128 006631 琉大附属中学校 新城 未亜 [2]  

平成２８年７月２８日（木）県総合運動庭球場　受付10：30～10：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U18GS（ベスト４～）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者

   

32 000831 首里高校 知名 真歩 [7]

知名 真歩 [7]

33 000662 首里高校 伊波 実花子 [3] 8-3  

知名 真歩 [7]

96 000717 向陽高校 石坂 桃子 [4] 8-3

安里 美優 [6]  

97 000983 首里高校 安里 美優 [6] 8-3  

 

平成２８年８月６日（土）県総合運動公園庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U12GD

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com
選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者

009462 識名TS少年団 友寄 百茶

1 005015 TCμ 大湾 優衣 渡久地 杜生

010946 GenTS 渡久地 杜生 石嶺 妃菜

2 006962 JINjr 石嶺 妃菜 8-5 渡久地 杜生

011084 ピン・ハブ 保久盛 杏菜  石嶺 妃菜

3 011577 ピン・ハブ 島袋 ひなた 保久盛 杏菜 8-2

009776 TCμ 嘉数 ちひろ 島袋 ひなた  

4 010371 TCμ 宇都宮 早絵 9-7
   
  

平成28年8月７日（日）奥武山公園庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U14GD（１）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

000656 ＪＩＮｊｒ 丑番 希恵 [1] 

1 003716 西原中学校 宮城 利佳 丑番 希恵 [1] 

   宮城 利佳 

2   Bye 1  丑番 希恵 [1] 

011025 仲井真中学校 多嘉良 咲樹  宮城 利佳 

3 011058 仲井真中学校 渡真利 みやび 多嘉良 咲樹 8-0  

011104 読谷中学校 大城 祐稀 渡真利 みやび  

4 011103 読谷中学校 島袋 芹歌 8-1  丑番 希恵 [1] 

    宮城 利佳 

5   Bye 33 喜屋武 真綾 8-0  
012412 佐敷中学校 喜屋武 真綾 渡名喜 遥  

6 012414 佐敷中学校 渡名喜 遥  喜屋武 真綾 
    渡名喜 遥 

7   Bye 31 仲宗根 彩 8-1  
010312 西原中学校 仲宗根 彩 小波津 加菜  

8 010313 西原中学校 小波津 加菜  丑番 希恵 [1] 

009845 首里中学校 神谷 七葉  宮城 利佳 

9 010986 首里中学校 鈴木 結 神谷 七葉 8-1  
   鈴木 結  

10   Bye 17  神谷 七葉 
010317 潮平中学校 冨里 莉々果  鈴木 結 

11 010319 潮平中学校 惣慶 栞 冨里 莉々果 8-6  
011339 浦添中学校 東恩納 雛乃 惣慶 栞  

12 011388 浦添中学校 砂川 七星 8-4  冨永 梨莉 
011188 南星中学校 仲村渠 明  川武 陽菜 

13 012037 南星中学校 平良 萌 仲村渠 明 8-3  
012139 北谷中学校 仲座 ゆう 平良 萌  

14 007694 北谷中学校 大城 百楽 8-6  冨永 梨莉 
    川武 陽菜 

15   Bye 15 冨永 梨莉 8-2  
011363 神森中学校 冨永 梨莉 川武 陽菜  

16 008860 神森中学校 川武 陽菜  丑番 希恵 [1] 

011026 仲井真中学校 新井 舞桜  宮城 利佳 

17 011024 仲井真中学校 豊平 琉南 新井 舞桜 8-1  
   豊平 琉南  

18   Bye 9  新井 舞桜 
006199 鏡原中学校 上原 未来  豊平 琉南 

19 012008 鏡原中学校 仲宗根 佳南 上原 未来 8-0  
011221 真志喜中学校 安次嶺 香奈 仲宗根 佳南  

20 011222 真志喜中学校 識名 留那 8-1  新井 舞桜 
011367 読谷中学校 与儀 彩華  豊平 琉南 

21 011325 読谷中学校 仲里 美和 与儀 彩華 8-2  
011709 宜野湾中学校 渡慶次 杏梨 仲里 美和  

22 011137 宜野湾中学校 髙江洲 奈緒 8-3  玉城 小桜 
    金城 未季 

23   Bye 23 玉城 小桜 8-1  
010330 潮平中学校 玉城 小桜 金城 未季  

24 010332 潮平中学校 金城 未季  中里 遥 [5/8] 

011279 興南中学校 仲本 芽生  陣内 野乃華 

25 011290 興南中学校 渡真利 玲奈 仲本 芽生 8-3  
   渡真利 玲奈  

26   Bye 25  伊覇 友梨 
011053 具志川東中学校 伊覇 友梨  松本 南々美 

27 010560 具志川東中学校 松本 南々美 伊覇 友梨 8-0  
010326 潮平中学校 上原 美優 松本 南々美  

28 010318 潮平中学校 横山 琴音 8-3  中里 遥 [5/8] 

011461 伊良波中学校 大城 すずか  陣内 野乃華 

29 011770 伊良波中学校 宮元 杏乃 名城 遥菜 8-0  
011390 浦添中学校 名城 遥菜 知名 涼香  

30 011422 浦添中学校 知名 涼香 8-6  中里 遥 [5/8] 

    陣内 野乃華 

31   Bye 7 中里 遥 [5/8] 8-0  

010245 沖縄東中学校 中里 遥 [7] 陣内 野乃華  

32 010363 沖縄東中学校 陣内 野乃華  

平成２８年７月２８日（木）漫湖公園市民庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会

U14GD（２）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

005833 Scratch Jr 平川 桃子 [3]  

33 008661 西原ジュニア 漢那 春妃 平川 桃子 [3/4] 

   漢那 春妃 

34   Bye 3  平川 桃子 [3/4] 

007375 昭和薬科中学校 小山 花菜  漢那 春妃 

35 012384 昭和薬科中学校 玻座真 ももこ 古堅 鈴乃 8-0  
011218 真志喜中学校 古堅 鈴乃 宮城 梨央  

36 011217 真志喜中学校 宮城 梨央 9-7  平川 桃子 [3/4] 

    漢那 春妃 

37   Bye 36 名嘉山 華蓮 8-1  
012368 沖縄東中学校 名嘉山 華蓮 宮城 萌香  

38 012371 沖縄東中学校 宮城 萌香  名嘉山 華蓮 
    宮城 萌香 

39   Bye 29 島袋 杏香 9-7  
011469 伊良波中学校 島袋 杏香 比嘉 海暢  

40 011464 伊良波中学校 比嘉 海暢  平川 桃子 [3/4] 

011060 仲井真中学校 瀬田 一葉  漢那 春妃 

41 010896 仲井真中学校 照屋 芽依 瀬田 一葉 9-7  
   照屋 芽依  

42   Bye 19  川田 琉理 
011376 南星中学校 大城 亜唯梨  河崎 あかり 

43 012155 南星中学校 金城 鈴乃 川田 琉理 8-4  
012138 首里中学校 川田 琉理 河崎 あかり  

44 010974 首里中学校 河崎 あかり 8-3  仲地 愛華 
012122 潮平中学校 城間 杏莉  崎原 涼花 

45 012119 潮平中学校 甲斐 沙里奈 和宇慶 凪七子 8-1  
012201 読谷中学校 和宇慶 凪七子 西平 星夢  

46 011313 読谷中学校 西平 星夢 8-6  仲地 愛華 
    崎原 涼花 

47   Bye 13 仲地 愛華 8-0  
009160 琉大附属中学校 仲地 愛華 崎原 涼花  

48 011482 琉大附属中学校 崎原 涼花  平川 桃子 [3/4] 

010321 潮平中学校 下門 未幸  漢那 春妃 

49 010328 潮平中学校 山城 ひまり 下門 未幸 8-0  
   山城 ひまり  

50   Bye 11  大城 百叶 
010973 首里中学校 大城 百叶  野村 南実 

51 010988 首里中学校 野村 南実 大城 百叶 8-1  
012373 沖縄東中学校 仲村 梨央 野村 南実  

52 012436 沖縄東中学校 與儀 七彩 8-0  大城 百叶 
011358 神森中学校 山田 麗奈  野村 南実 

53 011357 神森中学校 比嘉 理留 山田 麗奈 9-7  
012230 北谷中学校 玉城 さえ 比嘉 理留  

54 012231 北谷中学校 花城 ゆりあ 8-1  山田 麗奈 
    比嘉 理留 

55   Bye 21 前田 希穂 8-0  
011710 宜野湾中学校 前田 希穂 東江 芽生  

56 012401 宜野湾中学校 東江 芽生  大城 百叶 
011420 浦添中学校 山城 千佳  野村 南実 

57 011369 浦添中学校 平安 ななみ 山城 千佳 8-5  
   平安 ななみ  

58   Bye 27  山城 千佳 
012386 古堅中学校 上村 実和子  平安 ななみ 

59 012380 古堅中学校 松田 芽唯 上村 実和子 8-2  
   松田 芽唯  

60   Bye 37  山城 千佳 
011225 真志喜中学校 前田 ひなた  平安 ななみ 

61 011226 真志喜中学校 筈井 海光 前田 ひなた 8-2  
012316 興南中学校 上原 波音 筈井 海光  

62 011282 興南中学校 喜友名 実樹 8-3  宇座 杏音 [5/8] 

    稲福 葵南 

63   Bye 5 宇座 杏音 [5/8] 8-6  

010564 具志川東中学校 宇座 杏音 [8] 稲福 葵南  

64 010559 具志川東中学校 稲福 葵南  

平成２８年７月２８日（木）漫湖公園市民庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度夏季ジュニアテニス大会
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

008653 うるまTC 中原 南海 [5]  

65 006227 チャレンジ 比嘉 美徳 中原 南海 [5/8] 

   比嘉 美徳 

66   Bye 6  中原 南海 [5/8] 

012109 仲井真中学校 屋嘉比 芽依  比嘉 美徳 

67 012152 仲井真中学校 徳元 彩夏 上原 琴梨 8-5  
010322 潮平中学校 上原 琴梨 金城 乃愛  

68 010324 潮平中学校 金城 乃愛 8-0  中原 南海 [5/8] 

    比嘉 美徳 

69   Bye 38 儀間 愛莉 8-1  
012404 宜野湾中学校 儀間 愛莉 根間 笑合夏  

70 012403 宜野湾中学校 根間 笑合夏  伊礼 早希 
    大城 実穂 

71   Bye 28 伊礼 早希 8-1  
011375 浦添中学校 伊礼 早希 大城 実穂  

72 012129 浦添中学校 大城 実穂  中原 南海 [5/8] 

009025 神森中学校 上地 未穂  比嘉 美徳 

73 009442 神森中学校 上地 里来 上地 未穂 8-0  
   上地 里来  

74   Bye 22  上地 未穂 
012256 興南中学校 山城 由希  上地 里来 

75 011939 興南中学校 嵩下 加奈子 大牟禮 明華 8-0  
012372 沖縄東中学校 大牟禮 明華 知念 麗奈  

76 012375 沖縄東中学校 知念 麗奈 8-6  山内 キラリ 
011099 読谷中学校 知花 来杏  照屋 七海 

77 011102 読谷中学校 西銘 櫻子 知花 来杏 8-0  
011460 伊良波中学校 松原 咲 西銘 櫻子  

78 011465 伊良波中学校 石川 妃乃 w.o. 山内 キラリ 
    照屋 七海 

79   Bye 12 山内 キラリ 8-1  
010565 具志川東中学校 山内 キラリ 照屋 七海  

80 010563 具志川東中学校 照屋 七海  山田 梨々花 

011057 仲井真中学校 桃原 れな  川中 優香 
81 010927 仲井真中学校 玉寄 さくら 桃原 れな 8-6  

   玉寄 さくら  
82   Bye 14  桃原 れな 

011315 読谷中学校 知念 実和  玉寄 さくら 
83 011323 読谷中学校 高良 優菜 下門 海南 8-0  

012117 潮平中学校 下門 海南 神山 栞  
84 012118 潮平中学校 神山 栞 8-4  山田 梨々花 

010963 浦添中学校 友寄 日真莉  川中 優香 
85 011302 浦添中学校 親富祖 若菜 友寄 日真莉 8-2  

011493 真志喜中学校 仲村 花鈴 親富祖 若菜  
86 011494 真志喜中学校 古堅 美来 8-2  山田 梨々花 

    川中 優香 
87   Bye 20 山田 梨々花 8-0  

010222 沖縄東中学校 山田 梨々花 川中 優香  
88 003950 沖縄東中学校 川中 優香  山田 梨々花 

009846 首里中学校 志堅原 奈央  川中 優香 
89 009836 首里中学校 知念 佳南 志堅原 奈央 8-6  

   知念 佳南  
90   Bye 30  志堅原 奈央 

010323 潮平中学校 新垣 瑠那  知念 佳南 
91 010329 潮平中学校 知名 妙美 新垣 瑠那 8-0  

   知名 妙美  
92   Bye 35  具志堅 涼夏 [3/4] 

012253 北谷中学校 伊禮 凛  金城 あかり 

93 012242 北谷中学校 宮城 花 大城 保乃歌 8-3  
011299 南星中学校 大城 保乃歌 與那嶺 花菜  

94 009580 南星中学校 與那嶺 花菜 8-0  具志堅 涼夏 [3/4] 

    金城 あかり 

95   Bye 4 具志堅 涼夏 [3/4] 8-1  

002562 古蔵中学校 具志堅 涼夏 [4] 金城 あかり  

96 003929 首里中学校 金城 あかり  

平成２８年７月２８日（木）漫湖公園市民庭球場　受付9：30～9：50
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

009195 チャレンジ 伊野波 美琴 [6]  

97 004104 チャレンジ 又吉 奈菜 伊野波 美琴 [5/8] 

   又吉 奈菜 

98   Bye 8  伊野波 美琴 [5/8] 

012236 西原中学校 城間 優月  又吉 奈菜 

99 012235 西原中学校 大城 梨愛 吉田 海梨 8-0  
011229 真志喜中学校 吉田 海梨 宮川 美南海  

100 011224 真志喜中学校 宮川 美南海 8-3  伊野波 美琴 [5/8] 

012123 潮平中学校 上原 彩  又吉 奈菜 

101 012121 潮平中学校 大城 玲奈 糸数 さくら 8-1  
011115 仲井真中学校 糸数 さくら 金城 未久  

102 011119 仲井真中学校 金城 未久 8-0  前里 咲月 
    高嶺 奈里 

103   Bye 26 前里 咲月 8-3  
012282 北谷中学校 前里 咲月 高嶺 奈里  

104 012250 北谷中学校 高嶺 奈里  伊野波 美琴 [5/8] 

012124 潮平中学校 玉城 生夏  又吉 奈菜 

105 012120 潮平中学校 金城 鈴 玉城 生夏 8-2  
   金城 鈴  

106   Bye 24  仲田 萌梨 
012251 興南中学校 宮城 月姫  山田 和香奈 

107 012243 興南中学校 新垣 澪 仲田 萌梨 8-1  
011334 浦添中学校 仲田 萌梨 山田 和香奈  

108 011442 浦添中学校 山田 和香奈 8-6  宮城 心 
010987 首里中学校 平良 莉理  渡久地 凛音 

109 005933 首里中学校 生盛 志歩 平良 莉理 8-0  
011098 読谷中学校 城間 里姫佳 生盛 志歩  

110 011097 読谷中学校 西平 月夢 8-1  宮城 心 
    渡久地 凛音 

111   Bye 10 宮城 心 8-2  
010561 うるまＴＣ 宮城 心 渡久地 凛音  

112 009466 GenTS 渡久地 凛音  外間 友紀乃 [2] 

010906 琉大附属中学校 濱田 かさね  當眞 帆夏 

113 011126 琉大附属中学校 邱 一泓 濱田 かさね 8-5  
   邱 一泓  

114   Bye 16  濱田 かさね 
012116 潮平中学校 平良 涼乃  邱 一泓 

115 012115 潮平中学校 盛島 りあん 宮城 百華 8-0  
011332 浦添中学校 宮城 百華 池原 美沙希  

116 011257 浦添中学校 池原 美沙希 8-1  大城 由衣菜 
011259 石田中学校 大城 咲和  廣渡 澪 

117 003519 石田中学校 我喜屋 茜 大城 咲和 8-1  
011135 宜野湾中学校 新垣 朱里 我喜屋 茜  

118 011138 宜野湾中学校 桃原 麻希 w.o. 大城 由衣菜 
    廣渡 澪 

119   Bye 18 大城 由衣菜 8-4  
007824 GenTS 大城 由衣菜 廣渡 澪  

120 005915 GenTS 廣渡 澪  外間 友紀乃 [2] 

012369 沖縄東中学校 東 凜奈  當眞 帆夏 

121 012374 沖縄東中学校 東 紗和 東 凜奈 8-3  
   東 紗和  

122   Bye 32  久場 美郁 
010975 首里中学校 久場 美郁  與儀 真子 

123 010991 首里中学校 與儀 真子 久場 美郁 8-0  
   與儀 真子  

124   Bye 34  外間 友紀乃 [2] 

012339 仲井真中学校 比嘉 紅遥  當眞 帆夏 

125 012338 仲井真中学校 黒島 菜南 古里 萌乃果 8-0  
010430 伊良波中学校 古里 萌乃果 神 和圭菜  

126 011139 伊良波中学校 神 和圭菜 8-0  外間 友紀乃 [2] 

    當眞 帆夏 

127   Bye 2 外間 友紀乃 [2] 8-2  

003035 沖縄尚学中学校 外間 友紀乃 [2] 當眞 帆夏  

128 004066 首里中学校 當眞 帆夏  

平成２８年７月２８日（木）漫湖公園市民庭球場　受付9：30～9：50
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000656 ＪＩＮｊｒ 丑番 希恵 [1] 

1 003716 西原中学校 宮城 利佳 丑番 希恵 [1] 

005833 Scratch Jr 平川 桃子 [3] 宮城 利佳  

33 008661 西原ジュニア 漢那 春妃 8-3 丑番 希恵 [1] 

010222 沖縄東中学校 山田 梨々花  宮城 利佳 

88 003950 沖縄東中学校 川中 優香 外間 友紀乃 [2] 8-3

003035 沖縄尚学中学校 外間 友紀乃 [2] 當眞 帆夏  

128 004066 首里中学校 當眞 帆夏 8-4  

 

   
  

平成２８年７月３０日（土）漫湖公園市民庭球場　受付12：00～12：30
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 

000039 沖縄尚学中学校 楚南 桃子 [1] 

1 000700 沖縄尚学中学校 比嘉 優花 楚南 桃子 [1] 楚南 桃子 下地 菜都美

   比嘉 優花 比嘉 優花 大湾 優月 

2   Bye 1  楚南 桃子 [1] 下地 菜都美 8-5

009564 小禄高校 山田 結加  比嘉 優花 大湾 優月 

3 009566 小禄高校 平川 舞海 山田 結加 8-0  
011286 宜野湾中学校 多和田 春葉 平川 舞海  

4 011280 宜野湾中学校 赤平 実咲 8-4  楚南 桃子 [1] 

007891 具志川高校 宇座 花音  比嘉 優花 

5 007894 具志川高校 安慶名 真奈 宇座 花音 8-1  
011638 昭和薬科中学校 浦崎 美也子 安慶名 真奈  

6 011647 昭和薬科中学校 翁長 萌花 8-0  仲村 百音 
007505 那覇西高校 宇室 李穂  石原 萌香 

7 012042 那覇西高校 宮里 侑佑 仲村 百音 8-5  
008212 陽明高校 仲村 百音 石原 萌香  

8 005923 西原高校 石原 萌香 8-3  楚南 桃子 [1] 

009385 具志川東中学校 又吉 萌  比嘉 優花 

9 009381 具志川東中学校 宮城 彩加 又吉 萌 8-5  
   宮城 彩加  

10   Bye 9  又吉 萌 
009532 知念高校 友利 早葵  宮城 彩加 

11 011952 知念高校 金城 舞 比嘉 香月 8-0  
012072 那覇西高校 比嘉 香月 迫田 ゆり  

12 012035 那覇西高校 迫田 ゆり 8-3  上原 楓 [5/7] 

011964 浦添高校 佐久川 梨音  運天 美空 

13 011990 浦添高校 儀間 涼名 中村 優花 8-4  
009748 沖縄尚学中学校 中村 優花 浦崎 倭菜  

14 004007 沖縄尚学中学校 浦崎 倭菜 8-2  上原 楓 [5/7] 

    運天 美空 

15   Bye 7 上原 楓 [5/7] 8-2  

008612 潮平中学校 上原 楓 [5] 運天 美空  

16 002049 伊良波中学校 運天 美空  楚南 桃子 [1] 

010537 北谷中学校 大城 叶子 [3/4]  比嘉 優花 

17 010290 北谷中学校 玉城 凜 大城 叶子 [3/4] 8-3  

   玉城 凜  

18   Bye 3  大城 叶子 [3/4] 

011978 球陽高校 中山 香穂  玉城 凜 

19 011977 球陽高校 喜屋武 里彩 中林 楓 8-5  
007252 嘉手納高校 中林 楓 島袋 琴乃  

20 007253 嘉手納高校 島袋 琴乃 w.o. 上原 夕奈 
009623 石嶺中学校 中林 咲良  大城 三奈 

21 009984 石嶺中学校 比嘉 せいら 小林 美月 9-8(3)  
007629 小禄高校 小林 美月 瀬名波 えみり  

22 008001 小禄高校 瀬名波 えみり 8-4  上原 夕奈 
012391 美東中学校 山城 彩莉  大城 三奈 

23 012387 美東中学校 森 彩 上原 夕奈 8-2  
007045 糸満高校 上原 夕奈 大城 三奈  

24 007049 糸満高校 大城 三奈 8-2  上原 夕奈 
007898 首里東高校 稲福 璃瑚  大城 三奈 

25 006825 首里東高校 鉢嶺 侑 稲福 璃瑚 8-3  
   鉢嶺 侑  

26   Bye 11  吉浜 りん 
012043 那覇西高校 玉那覇 璃音  高良 香澄 

27 012004 那覇西高校 田仲 南穂子 吉浜 りん 8-2  
008298 小禄高校 吉浜 りん 高良 香澄  

28 006841 小禄高校 高良 香澄 8-1  平川 さくら [5/7] 

002512 浦添高校 小須田 まり恵  渡久地 葵葉 

29 002633 浦添高校 我謝 彩音 小須田 まり恵 8-0  
012283 南星中学校 平良 梨琴 我謝 彩音  

30 012237 南星中学校 神里 愛樺 8-3  平川 さくら [5/7] 

    渡久地 葵葉 

31   Bye 5 平川 さくら [5/7] 8-2  

005849 石田中学校 平川 さくら [6] 渡久地 葵葉  

32 009350 GenTS 渡久地 葵葉  

平成２８年８月１０日（水）漫湖公園市民庭球場　受付8：30～8：50

決勝戦
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006239 城北中学校 渡久地 咲希 [7]  

33 009280 城北中学校 長元 結奈 渡久地 咲希 [5/7] 

   長元 結奈 

34   Bye 6  平良 妃穂乃 
012092 嘉手納高校 大城 由紀  比屋根 奈実 

35 012093 嘉手納高校 島袋 貴恵 平良 妃穂乃 8-6  
012244 糸満高校 平良 妃穂乃 比屋根 奈実  

36 012240 糸満高校 比屋根 奈実 8-0  山川 真凜 
011979 球陽高校 山川 真凜  栗山 優 

37 009271 球陽高校 栗山 優 山川 真凜 8-2  
012226 小禄高校 仲門 愛実 栗山 優  

38 012210 小禄高校 立津 裕子 8-4  山川 真凜 
    栗山 優 

39   Bye 12 奥間 華穂 8-6  
002540 神森中学校 奥間 華穂 平良 結愛  

40 010669 神森中学校 平良 結愛  仲栄真 彩香 [3/4] 

009844 首里中学校 大西 美穂  吉田 妃伽 

41 009838 首里中学校 照屋 琉花 大西 美穂 8-2  
   照屋 琉花  

42   Bye 14  大西 美穂 
012036 那覇西高校 上江洌 詩瑠久  照屋 琉花 

43 012041 那覇西高校 桃原 優希奈 上江洌 詩瑠久 8-3  
011949 知念高校 山城 慶奈 桃原 優希奈  

44 011950 知念高校 金城 咲綾 8-3  仲栄真 彩香 [3/4] 

009993 石嶺中学校 下地 紀子  吉田 妃伽 

45 009996 石嶺中学校 宮城 帆乃佳 中西 久香 8-4  
011061 沖縄尚学中学校 中西 久香 伊波 天空  

46 009016 沖縄尚学中学校 伊波 天空 8-1  仲栄真 彩香 [3/4] 

    吉田 妃伽 

47   Bye 4 仲栄真 彩香 [3/4] 8-1  

011743 北谷中学校 仲栄真 彩香 [3/4] 吉田 妃伽  

48 011756 北谷中学校 吉田 妃伽  下地 菜都美 [2] 

003522 小禄高校 友利 早耶香  大湾 優月 

49 004123 小禄高校 喜久里 真子 友利 早耶香 8-1  
   喜久里 真子  

50   Bye 8  友利 早耶香 
011658 昭和薬科中学校 大村 愛実  喜久里 真子 

51 010753 昭和薬科中学校 奥濱 真衣花 喜納 杏菜 8-1  
009152 具志川高校 喜納 杏菜 玉城 小鈴  

52 012220 具志川高校 玉城 小鈴 8-5  友利 早耶香 
012319 陽明高校 吉永 千穂  喜久里 真子 

53 012321 陽明高校 善平 愛莉 ブレスイング 吉永 千穂 9-8(2)  
011980 球陽高校 仲宗根 陽香 善平 愛莉 ブレスイング  

54 011976 球陽高校 新垣 花奈 w.o. 川畑 萌依 
    折田 彩寧 

55   Bye 10 川畑 萌依 8-0  
005893 開邦高校 川畑 萌依 折田 彩寧  

56 002704 チャレンジ 折田 彩寧  下地 菜都美 [2] 

011965 浦添高校 玉城 はる香  大湾 優月 

57 007900 浦添高校 金城 奏夢 玉城 はる香 w.o. 
   金城 奏夢  

58   Bye 16  小谷 双葉 
008742 宜野湾高校 嘉手苅 樹来  浦崎 奈緒子 

59 008297 宜野湾高校 川満 海依 小谷 双葉 8-5  
009627 石嶺中学校 小谷 双葉 浦崎 奈緒子  

60 009968 石嶺中学校 浦崎 奈緒子 8-6  下地 菜都美 [2] 

007737 小禄高校 外間 唯奈  大湾 優月 

61 007819 小禄高校 比嘉 彩乃 外間 唯奈 8-1  
007353 那覇西高校 上原 涼代 比嘉 彩乃  

62 012054 那覇西高校 宮城 萌里 8-0  下地 菜都美 [2] 

    大湾 優月 

63   Bye 2 下地 菜都美 [2] 8-4  

000669 仲井真中学校 下地 菜都美 [2] 大湾 優月  

64 000711 TCμ 大湾 優月  

平成２８年８月１０日（水）漫湖公園市民庭球場　受付8：30～8：50
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003931 沖縄尚学高校 仲村 姫加 [1] 

1 002048 沖縄尚学高校 稲手 梨紗 仲村 姫加 [1] 仲村 姫加 伊波 実花子

   稲手 梨紗 稲手 梨紗 知名 真歩 

2   Bye 1  仲村 姫加 [1] 伊波 実花子 8-4

007661 普天間高校 曽木 あかり  稲手 梨紗 知名 真歩 

3 007664 普天間高校 瀧澤 空 曽木 あかり 8-0  
012249 那覇高校 具志堅 夏穂 瀧澤 空  

4 012247 那覇高校 阿嘉 彩音 8-1  仲村 姫加 [1] 

010215 美来工科高校 宮里 明日香  稲手 梨紗 

5 011741 美来工科高校 真栄城 沙綾 新里 桜 8-0  
008786 コザ高校 新里 桜 赤嶺 桜  

6 007582 コザ高校 赤嶺 桜 8-3  謝花 愛海 
007665 豊見城高校 与儀 竹咲  金城 ひかり 

7 010102 豊見城高校 新垣 有希 謝花 愛海 8-2  
007865 首里高校 謝花 愛海 金城 ひかり  

8 003928 首里高校 金城 ひかり w.o. 仲村 姫加 [1] 

010420 小禄高校 志藤 真央  稲手 梨紗 

9 000799 小禄高校 比嘉 美幸 志藤 真央 8-3  
012284 開邦高校 中村 百香 比嘉 美幸  

10 011840 開邦高校 諸見里 杏 8-0  志藤 真央 
012075 コザ高校 伊集 綺子  比嘉 美幸 

11 012077 コザ高校 坂田 吏穂 伊集 綺子 8-1  
007691 浦添商業高校 宮良 優月 坂田 吏穂  

12 005920 那覇国際高校 新井 瑠夏 9-7  伊藤 結萌 [5/8] 

009296 那覇工業高校 平良 静香  當銘 咲星 

13 008502 那覇工業高校 阿波根 萌 島袋 さくら 9-8(5)  
010580 球陽高校 島袋 さくら 永山 祈音  

14 010581 球陽高校 永山 祈音 8-1  伊藤 結萌 [5/8] 

007012 浦添工業高校 宮城 志歩  當銘 咲星 

15 007718 浦添工業高校 海江田 百花 伊藤 結萌 [5/8] 8-0  

005573 那覇高校 伊藤 結萌 [5] 當銘 咲星  

16 007579 那覇高校 當銘 咲星 8-1  仲村 姫加 [1] 

000983 首里高校 安里 美優 [4]  稲手 梨紗 

17 007479 首里高校 玉城 花梨 安里 美優 [3/4] 8-3  

   玉城 花梨  

18   Bye 3  安里 美優 [3/4] 

007627 那覇高校 島袋 華世  玉城 花梨 

19 008308 那覇高校 阿波連 和奏 宮里 珠華 8-0  
010739 前原高校 宮里 珠華 栄野川 紗晶  

20 010735 前原高校 栄野川 紗晶 9-8(5)  安里 美優 [3/4] 

008237 陽明高校 新本 愛佳  玉城 花梨 

21 008236 陽明高校 玉寄 未唯 宮城 亜衣里 8-4  
007325 浦添高校 宮城 亜衣里 山入端 萌香  

22 008235 浦添高校 山入端 萌香 8-3  喜久川 珠梨 
007237 球陽高校 山城 愛永  比嘉 美音 

23 010582 球陽高校 町田 紀香 喜久川 珠梨 9-8(5)  
008145 コザ高校 喜久川 珠梨 比嘉 美音  

24 010644 コザ高校 比嘉 美音 w.o. 石坂 桃子 [5/8] 

005575 首里東高校 玉城 涼香  福地 雛 

25 007889 首里東高校 田仲 芽依 玉城 涼香 8-2  
010637 知念高校 島袋 恵利花 田仲 芽依  

26 011951 知念高校 金城 智香 8-2  宮里 海音 
012079 首里高校 宮里 海音  與那覇 瑠海 

27 003532 首里高校 與那覇 瑠海 宮里 海音 8-2  
006459 具志川高校 崎山 杏 與那覇 瑠海  

28 002524 具志川高校 新垣 さくら w.o. 石坂 桃子 [5/8] 

007910 浦添商業高校 嵩原 彩野  福地 雛 

29 007909 浦添商業高校 當眞 琉花 崎間 桃子 8-1  
012202 開邦高校 崎間 桃子 知念 明日香  

30 011064 開邦高校 知念 明日香 8-3  石坂 桃子 [5/8] 

007477 普天間高校 宮里 静奈  福地 雛 

31 008745 普天間高校 当真 美月 石坂 桃子 [5/8] 8-0  

000717 向陽高校 石坂 桃子 [7] 福地 雛  

32 001589 コザ高校 福地 雛 8-0  

平成２８年８月３日（水）県総合運動公園庭球場　受付8：30～8：50

決勝戦
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000955 コザ高校 安座間 千笑 [8]  

33 005642 コザ高校 照屋 梨乃 安座間 千笑 [5/8] 

012216 具志川高校 佐久川 育子 照屋 梨乃 

34 010661 具志川高校 横田 璃梨花 8-0  安座間 千笑 [5/8] 

010766 那覇西高校 呉屋 七海  照屋 梨乃 

35 012083 那覇西高校 渡慶次 りあん 上原 蘭 8-0  
007474 球陽高校 上原 蘭 粟国 みれあ  

36 003655 球陽高校 粟国 みれあ 9-8  安座間 千笑 [5/8] 

007704 普天間高校 上江洲 風香  照屋 梨乃 

37 008174 普天間高校 安藤 由衣 宮城 由佳 8-6  
005284 首里高校 宮城 由佳 平良 季咲  

38 005978 首里高校 平良 季咲 8-4  上原 緋成子 
010104 豊見城高校 上原 光葵  玉城 沙耶乃 

39 008275 豊見城高校 並里 真実 上原 緋成子 8-3  
010431 那覇高校 上原 緋成子 玉城 沙耶乃  

40 010432 那覇高校 玉城 沙耶乃 8-1  安座間 千笑 [5/8] 

005572 首里東高校 並里 美奈代  照屋 梨乃 

41 010189 首里東高校 井上 紗也香 並里 美奈代 9-7  
008317 那覇高校 松山 涼香 井上 紗也香  

42 012246 那覇高校 金城 歩乃佳 8-5  並里 美奈代 
003932 開邦高校 佐久間 沙愛  井上 紗也香 

43 005955 開邦高校 謝敷 揺 佐久間 沙愛 8-2  
008501 那覇工業高校 小山 美鈴 謝敷 揺  

44 008536 那覇工業高校 稲福 理南子 8-3  佐藤 夢真 [3/4] 

012081 首里高校 久高 由莉  立津 さくら 

45 006718 首里高校 保久村 聖香 久高 由莉 8-2  
007350 那覇国際高校 有島 知里 保久村 聖香  

46 011776 那覇国際高校 高那 めい 8-3  佐藤 夢真 [3/4] 

    立津 さくら 

47   Bye 4 佐藤 夢真 [3/4] 8-3  

003546 沖縄尚学高校 佐藤 夢真 [3] 立津 さくら  

48 005579 沖縄尚学高校 立津 さくら  伊波 実花子 [2] 

007678 沖縄尚学高校 仲宗根 雅 [6]  知名 真歩 

49 000049 沖縄尚学高校 比嘉 恭伽 仲宗根 雅 [5/8] 8-0  

010592 球陽高校 伊佐 林里子 比嘉 恭伽  

50 005992 球陽高校 谷貝 直未 8-1  仲宗根 雅 [5/8] 

012076 コザ高校 仲間 優莉  比嘉 恭伽 

51 008790 コザ高校 宮城 朱里 豊平 実都姫 8-1  
005874 那覇高校 豊平 実都姫 長嶺 美似  

52 008410 那覇高校 長嶺 美似 8-1  仲宗根 雅 [5/8] 

010767 宜野湾高校 新垣 友香  比嘉 恭伽 

53 010774 宜野湾高校 高良 ためら 宮城 詩織 8-0  
007480 普天間高校 宮城 詩織 小濱 郁実  

54 005557 普天間高校 小濱 郁実 8-2  宮城 詩織 
007264 首里高校 久高 萌栞  小濱 郁実 

55 005513 首里高校 吉田 菜々子 今村 雅 8-6  
012367 前原高校 今村 雅 蔵当 絵愛  

56 010742 前原高校 蔵当 絵愛 8-5  伊波 実花子 [2] 

010505 那覇高校 島袋 夏鈴  知名 真歩 

57 005585 那覇高校 平良 七海 島袋 夏鈴 8-1  
006408 陽明高校 宮国 涼子 平良 七海  

58 011781 陽明高校 笹野 瑞希 8-0  島袋 夏鈴 
010589 コザ高校 仲間 有沙  平良 七海 

59 010649 コザ高校 平川 凜子 具志堅 こだま 8-0  
012366 首里東高校 具志堅 こだま 又吉 咲奈枝  

60 012383 首里東高校 又吉 咲奈枝 w.o. 伊波 実花子 [2] 

012020 浦添高校 嶺井 優香  知名 真歩 

61 012026 浦添高校 與那覇 ひかり 嶺井 優香 8-1  
011693 具志川高校 嘉陽 響 與那覇 ひかり  

62 010645 具志川高校 阿波根 菜那子 8-3  伊波 実花子 [2] 

    知名 真歩 

63   Bye 2 伊波 実花子 [2] 8-0  

000662 首里高校 伊波 実花子 [2] 知名 真歩  

64 000831 首里高校 知名 真歩  

平成２８年８月３日（水）県総合運動公園庭球場　受付8：30～8：50


