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

008663 翔南小学校 大城 琉翔 [1] 

1 006971 ピン・ハブ 金城 朝夢 大城 琉翔 [1] 

010447 宮里小学校 大城 駕空 金城 朝夢 

2 010932 宮里小学校 柏木 孝太 6-0  大城 琉翔 [1] 

009456 チャレンジ 仲村 秀吾  金城 朝夢 

3 008186 チャレンジ 傳道 将司 山城 幸也 6-0  

011019 勝連小学校 山城 幸也 花城 貴哉  

4 011596 宮里小学校 花城 貴哉 w.o. 仲本 欣平 

005314 おもろTS少年団 大城 盛弥  宮城 洸弥 

5 008662 西原ジュニア 漢那 亮貴 仲本 欣平 8-2  

006923 Rise TC 仲本 欣平 宮城 洸弥  

6 009492 西原ジュニア 宮城 洸弥 6-2  仲本 欣平 

009344 中原小学校 澤岻 匠也  宮城 洸弥 

7 010383 宮里小学校 立津 陽向 瀧口 悠 6-1  

009469 TCμ 瀧口 悠 盛島 光瑠  

8 006866 TCμ 盛島 光瑠 6-1  仲本 欣平 

011186 中原小学校 森根 秀人  宮城 洸弥 

9 011714 中原小学校 藤井 拓人 喜久川 楓 8-2  

009548 美東小学校 喜久川 楓 平良 拓太郎  

10 010706 高江洲小学校 平良 拓太郎 6-2  宮里 琉星 

009029 真喜良小学校 栃木 海璃  田口 慎太郎 

11 010593 諸見小学校 高江洲 義朗 宮里 琉星 6-1  

008089 TCμ 宮里 琉星 田口 慎太郎  

12 006871 TCμ 田口 慎太郎 7-5  宮里 琉星 

011054 ピン・ハブ 呉屋 優毅  田口 慎太郎 

13 011295 ピン・ハブ 大山 真之介 前川 晴輝 8-0  

010240 田場小学校 前川 晴輝 立津 洸陽  

14 010384 宮里小学校 立津 洸陽 6-4  中村 勇槻 [2] 

011633 OSTT 徳海 宏祐  大城 優心 

15 009815 OSTT 親泊 英大 中村 勇槻 [2] 6-0  

009929 RiseTC 中村 勇槻 [2] 大城 優心  

16 008664 翔南小学校 大城 優心 w.o. 
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007764 チャレンジ 呉屋 凱斗 [1] 

1 005493 チャレンジ 玉城 勇稀 呉屋 凱斗 [1] 

   玉城 勇稀 

2   Bye 1  呉屋 凱斗 [1] 

011730 沖縄尚学中学校 照喜名 優輝  玉城 勇稀 

3 011049 沖縄尚学中学校 花城 洸汰郎 照喜名 優輝 8-0  
011207 古蔵中学校 新里 勇弥 花城 洸汰郎  

4 011211 古蔵中学校 當間 翔 8-6  呉屋 凱斗 [1] 

    玉城 勇稀 

5   Bye 33 真木 光永 8-0  
012515 鏡原中学校 真木 光永 高橋 宏汰  

6 008715 鏡原中学校 高橋 宏汰  真木 光永 
    高橋 宏汰 

7   Bye 31 兼次 陽大朗 8-6  
012546 真志喜中学校 兼次 陽大朗 島尻 怜王  

8 012543 真志喜中学校 島尻 怜王  呉屋 凱斗 [1] 

010965 石田中学校 伊良波 朝丈  玉城 勇稀 

9 011027 石田中学校 喜田 尚志 伊良波 朝丈 8-0  
   喜田 尚志  

10   Bye 17  城田 勝平 
002541 南星中学校 城田 勝平  翁長 諒磨 

11 011189 南星中学校 翁長 諒磨 城田 勝平 8-3  
012633 嘉手納中学校 仲宗根 永遠 翁長 諒磨  

12 012635 嘉手納中学校 宮平 保 8-1  城田 勝平 
010902 金城中学校 上原 侑也  翁長 諒磨 

13 010935 金城中学校 大城 翔汰 屋我 颯人 8-5  
012126 美里中学校 屋我 颯人 森 健士郎  

14 011726 美里中学校 森 健士郎 w.o. 山本 滉太 
    島袋 駿 

15   Bye 15 山本 滉太 8-6  
011272 西崎中学校 山本 滉太 島袋 駿  

16 012049 西崎中学校 島袋 駿  呉屋 凱斗 [1] 

009217 高江洲中学校 仲間 大倖  玉城 勇稀 

17 012584 高江洲中学校 榮門 龍星 仲間 大倖 8-3  
   榮門 龍星  

18   Bye 9  仲間 大倖 
012610 うるまTC 仲宗根 卓人  榮門 龍星 

19 010930 うるまトレセン 大城 凜 金城 琉太郎 8-1  
012133 沖縄尚学中学校 金城 琉太郎 高橋 琉盛  

20 010962 沖縄尚学中学校 高橋 琉盛 8-5  仲間 大倖 
012514 嘉数中学校 上原 大聖  榮門 龍星 

21 012559 嘉数中学校 新垣 峻 上原 大聖 8-5  
011723 アミークス中学校 石川 浩之亮 新垣 峻  

22 010793 名護ジュニアTC 金城 広斗 7-5 Ret. 金城 志優 
    金城 輝 

23   Bye 23 金城 志優 8-1  
010919 港川中学校 金城 志優 金城 輝  

24 009273 港川中学校 金城 輝  仲間 大倖 
010982 港川中学校 原田 優輝  榮門 龍星 

25 011018 港川中学校 金城 将 原田 優輝 8-5  
   金城 将  

26   Bye 25  上間 朝日 
012141 美里中学校 上間 朝日  仲宗根 武巳 

27 012145 美里中学校 仲宗根 武巳 上間 朝日 8-5  
012611 名護中学校 仲程 詠都 仲宗根 武巳  

28 012599 名護中学校 砂川 愛翔 8-2  石原 来夢 
012034 興南中学校 新垣 裕規  石原 歩夢 

29 010952 興南中学校 池間 優一郎 新垣 裕規 8-0  
010279 あげな中学校 仲本 健太郎 池間 優一郎  

30 012108 与勝中学校 山城 槙斗 9-7  石原 来夢 
    石原 歩夢 

31   Bye 7 石原 来夢 8-1  
008634 嘉数中学校 石原 来夢 石原 歩夢  

32 008633 嘉数中学校 石原 歩夢  
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009219 strokes 吉澤 流来 [3/4]  

33 005400 チャレンジ 島袋 紘也 吉澤 流来 [3/4] 

   島袋 紘也 

34   Bye 3  仲底 秀 
011130 沖縄尚学中学校 屋嘉比 一馬  佐渡山 竜成 

35 011755 沖縄尚学中学校 與儀 実咲 仲底 秀 w.o. 
011411 首里中学校 仲底 秀 佐渡山 竜成  

36 011370 首里中学校 佐渡山 竜成 8-3  仲底 秀 
    佐渡山 竜成 

37   Bye 36 仲宗根 柊茉 9-7  
009549 西原東中学校 仲宗根 柊茉 比嘉 暁秀  

38 006958 石嶺中学校 比嘉 暁秀  仲宗根 柊茉 
    比嘉 暁秀 

39   Bye 29 仲宗根 聡太 8-0  
012647 西原中学校 仲宗根 聡太 平良 陽  

40 012646 西原中学校 平良 陽  國吉 永将 
006198 Scratch Jr 國吉 永将  大城 太志 

41 006955 TTS Jr 大城 太志 國吉 永将 8-4  
   大城 太志  

42   Bye 19  國吉 永将 
010921 金城中学校 大盛 蒼生  大城 太志 

43 011820 金城中学校 水谷 孝太郎 安次嶺 承斗 8-3  
011737 山内中学校 安次嶺 承斗 宮城 聖矢  

44 012005 山内中学校 宮城 聖矢 w.o. 國吉 永将 
012069 潮平中学校 加島 秀悟  大城 太志 

45 011935 潮平中学校 田仲 剛 加島 秀悟 8-1  
011206 古蔵中学校 仲井真 一磨 田仲 剛  

46 010954 古蔵中学校 金城 右門 8-5  大西 優人 
    玉城 浩輔 

47   Bye 13 大西 優人 8-6  
010476 金城中学校 大西 優人 玉城 浩輔  

48 010936 金城中学校 玉城 浩輔  國吉 永将 
010183 興南中学校 下地 良尽  大城 太志 

49 010964 興南中学校 仲村 宇飛 下地 良尽 8-5  
   仲村 宇飛  

50   Bye 11  宮城 知弥 
011694 具志川東中学校 宮城 知弥  知念 大樹 

51 010600 具志川東中学校 知念 大樹 宮城 知弥 8-3  
012616 名護中学校 比嘉 巳月 知念 大樹  

52 012605 名護中学校 運天 朝大 8-3  宮城 知弥 
012290 桑江中学校 仲里 治都  知念 大樹 

53 012292 桑江中学校 砂川 康樹 山城 圭一朗 8-1  
012218 美里中学校 山城 圭一朗 平井 陽向  

54 012148 美里中学校 平井 陽向 w.o. 山城 圭一朗 
    平井 陽向 

55   Bye 21 仲宗根 弘真 8-1  
012399 宜野湾中学校 仲宗根 弘真 國吉 駿之介  

56 012395 宜野湾中学校 國吉 駿之介  嶋畑 ハレルヤ 
007021 金城中学校 神谷 奏汰  波平 暁士 

57 012573 金城中学校 金城 琉平 神谷 奏汰 9-8(4)  
   金城 琉平  

58   Bye 27  宮里 竜生 
011004 真志喜中学校 宮里 竜生  比嘉 輝人 

59 011002 真志喜中学校 比嘉 輝人 宮里 竜生 w.o. 
   比嘉 輝人  

60   Bye 37  嶋畑 ハレルヤ 

012221 読谷中学校 三宅 琉二  波平 暁士 
61 011012 読谷中学校 金子 龍雅 嶋畑 ハレルヤ 9-8(2)  

011059 南風原中学校 嶋畑 ハレルヤ 波平 暁士  
62 011417 南風原中学校 波平 暁士 8-1  嶋畑 ハレルヤ 

    波平 暁士 
63   Bye 5 保久村 昌平 8-4  

010893 浦添中学校 保久村 昌平 幸喜 涼太  
64 011178 浦添中学校 幸喜 涼太  
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003879 沖縄尚学中学校 上里 慈和  
65 003527 首里中学校 大城 盛晃 上里 慈和 

   大城 盛晃 
66   Bye 6  上里 慈和 

012547 真志喜中学校 島袋 光斗  大城 盛晃 
67 012550 真志喜中学校 平良 優斗 島袋 光斗 8-0  

012651 西原中学校 伊佐 梨央人 平良 優斗  
68 012652 西原中学校 角田 真凪人 8-2  上里 慈和 

    大城 盛晃 
69   Bye 38 与那覇 翔也 8-6  

010235 沖縄東中学校 与那覇 翔也 島袋 寛士  
70 010237 沖縄東中学校 島袋 寛士  与那覇 翔也 

    島袋 寛士 
71   Bye 28 仲田 朋矢 8-0  

012217 美里中学校 仲田 朋矢 新地 優磨  
72 012142 美里中学校 新地 優磨  上里 慈和 

012531 琉大附属中学校 崎間 大衣志  大城 盛晃 
73 012530 琉大附属中学校 高橋 凛 崎間 大衣志 8-5  

   高橋 凛  
74   Bye 22  仲間 琉空 

012575 名護中学校 仲村 心冴  野崎 真平 
75 012563 名護中学校　 仲松 隆巳 仲間 琉空 8-1  

011176 首里中学校 仲間 琉空 野崎 真平  
76 011418 首里中学校 野崎 真平 8-0  仲間 琉空 

012318 古蔵中学校 上地 正人  野崎 真平 
77 012322 古蔵中学校 伊佐 洸大 大城 晟 8-4  

010362 GenTS 大城 晟 比嘉 優稀  
78 011604 GenTS 比嘉 優稀 8-6  大城 慧也 

    山入端 稜 
79   Bye 12 大城 慧也 8-0  

012537 髙江洲中学校 大城 慧也 山入端 稜  
80 012536 高江洲中学校 山入端 稜  崎濱 秀歩 [3/4] 

012396 宜野湾中学校 池原 成瑠  神里 誓大 

81 011132 宜野湾中学校 赤嶺 峰輝 池原 成瑠 w.o. 
   赤嶺 峰輝  

82   Bye 14  喜瀬 幹大 
011437 浦添中学校 上地 貴之  渡嘉敷 達喜 

83 011435 浦添中学校 新里 章仁 喜瀬 幹大 8-6  
012320 古蔵中学校 喜瀬 幹大 渡嘉敷 達喜  

84 011210 古蔵中学校 渡嘉敷 達喜 w.o. 上間 晴斗 
012634 嘉手納中学校 嘉手川 快  町田 尋 

85 012623 嘉手納中学校 多和田 遼眞 上間 晴斗 8-3  
012140 美里中学校 上間 晴斗 町田 尋  

86 008324 美里中学校 町田 尋 8-3  上間 晴斗 
    町田 尋 

87   Bye 20 武村 盛良 8-6  
006992 興南中学校 武村 盛良 池間 心太郎  

88 010953 興南中学校 池間 心太郎  崎濱 秀歩 [3/4] 

012556 真志喜中学校 島袋 晃輔  神里 誓大 

89 012554 真志喜中学校 長倉 洋希 島袋 晃輔 8-3  
   長倉 洋希  

90   Bye 30  伊佐 真輝 
006996 南風原中学校 伊佐 真輝  宮城 武人 

91 009491 西原ジュニアTC 宮城 武人 伊佐 真輝 8-0  
   宮城 武人  

92   Bye 35  崎濱 秀歩 [3/4] 

012555 真志喜中学校 比嘉 晃生  神里 誓大 

93 012553 真志喜中学校 石川 翔一 渡邊 匡 9-7  
011544 小禄中学校 渡邊 匡 知念 清志郎  

94 011432 小禄中学校 知念 清志郎 8-0  崎濱 秀歩 [3/4] 

    神里 誓大 

95   Bye 4 崎濱 秀歩 [3/4] 8-0  

005494 潮平中学校 崎濱 秀歩 [3/4] 神里 誓大  

96 002538 豊見城中学校 神里 誓大  
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003524 Scratch Jr 比嘉 翼  
97 008791 港川中学校 西平 尚希 比嘉 翼 

   西平 尚希 
98   Bye 8  比嘉 翼 

012621 具志川東中学校 伊波 京之輔  西平 尚希 
99 010603 具志川東中学校 安慶名 晃汰 上間 悠生 8-6  

010196 沖縄東中学校 上間 悠生 小泉 創世  
100 010251 沖縄東中学校 小泉 創世 8-1  比嘉 翼 

010984 港川中学校 新城 祐仁  西平 尚希 
101 011017 港川中学校 高良 奏希 新城 祐仁 8-4  

010602 具志川東中学校 福原 琉己 高良 奏希  
102 012130 具志川東中学校 高江洲 龍紀 8-0  合田 翔吾 

    藤下 幸 
103   Bye 26 合田 翔吾 8-2  

010955 沖縄東中学校 合田 翔吾 藤下 幸  
104 010939 沖縄東中学校 藤下 幸  比嘉 翼 

010859 沖縄アミークス 下田 凌也  西平 尚希 
105 005410 鏡原中学校 宮脇 俊介 下田 凌也 8-5  

   宮脇 俊介  
106   Bye 24  山城 大二朗 

012398 宜野湾中学校 伊佐 虹来  當銘 蓮 
107 012666 宜野湾中学校 玉那覇 智哉 山城 大二朗 8-3  

011655 山内中学校 山城 大二朗 當銘 蓮  
108 011670 山内中学校 當銘 蓮 8-1  伊佐 隆正 

011016 港川中学校 伊佐 隆正  西 和希 
109 009756 港川中学校 西 和希 伊佐 隆正 8-3  

010520 桑江中学校 古橋 ダニエル 琢磨 西 和希  
110 012291 桑江中学校 與那嶺 琉也 8-0  伊佐 隆正 

    西 和希 
111   Bye 10 川畑 空 8-2  

011079 石嶺中学校 川畑 空 谷口 拓真  
112 007812 石嶺中学校 谷口 拓真  比嘉 翼 

011933 古蔵中学校 山入端 尚  西平 尚希 
113 012631 古蔵中学校 森嶋 正生 山入端 尚 9-8(2)  

   森嶋 正生  
114   Bye 16  兼城 一葉 

012131 具志川東中学校 兼城 一葉  天願 翔太 
115 012132 具志川東中学校 天願 翔太 兼城 一葉 8-3  

012296 桑江中学校 新城 聖真 天願 翔太  
116 012297 桑江中学校 金城 綺来聖 8-4  喜久里 航也 

006984 古蔵中学校 新田 将大  玉城 周馬 
117 011208 古蔵中学校 新里 康樹 新田 将大 8-0  

012390 宜野湾中学校 比屋根 歩 新里 康樹  
118 011134 宜野湾中学校 金城 綾馬 8-4  喜久里 航也 

    玉城 周馬 
119   Bye 18 喜久里 航也 8-0  

005818 沖縄尚学中学校 喜久里 航也 玉城 周馬  
120 010949 沖縄尚学中学校 玉城 周馬  仲間 望 [2] 

010099 首里中学校 佐久本 暖  我謝 慎 

121 009732 首里中学校 山城 慶大 佐久本 暖 8-0  
   山城 慶大  

122   Bye 32  佐久本 暖 
012619 具志川東中学校 仲本 星輝  山城 慶大 

123 012618 具志川東中学校 横田 琉空 仲本 星輝 w.o. 
   横田 琉空  

124   Bye 34  仲間 望 [2] 

012458 沖縄尚学中学校 安江 暉  我謝 慎 

125 012667 沖縄尚学中学校 比嘉 優太 伊山 博武 8-1  
009467 嘉数中学校 伊山 博武 我如古 寛太  

126 006943 嘉数中学校 我如古 寛太 8-1  仲間 望 [2] 

    我謝 慎 

127   Bye 2 仲間 望 [2] 8-4  

004795 ロイヤルTE 仲間 望 [2] 我謝 慎  

128 002713 GenTS 我謝 慎  

平成２８年度沖縄県テニス選手権大会（ジュニアの部）

平成２８年１２月１０日（土）漫湖市民庭球場　受付9：30～9：50



Ｕ１４ＢＤ（SF～F）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者 

007764 チャレンジ 呉屋 凱斗 [1]  

1 005493 チャレンジ 玉城 勇稀 呉屋 凱斗 [1] 

006198 Scratch Jr 國吉 永将 玉城 勇稀 

41 006955 TTS Jr 大城 太志 8-2  呉屋 凱斗 [1] 

005494 潮平中学校 崎濱 秀歩 [3/4] 玉城 勇稀 

96 002538 豊見城中学校 神里 誓大 崎濱 秀歩 [3/4] 8-0  

003524 Scratch Jr 比嘉 翼 神里 誓大  

97 008791 港川中学校 西平 尚希 8-4  



平成２８年度沖縄県テニス選手権大会（ジュニアの部）

Ｕ１６ＢＤ（１）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

000950 ロイヤルTE 大山 光輝 [1] 

1 003523 ピン・ハブ 荻堂 公史郎 大山 光輝 [1] 大山 光輝 大村 蒼太 [2] 

   荻堂 公史郎 荻堂 公史郎 島袋 愛基 

2   Bye 1  大山 光輝 [1] 大村 蒼太 8-4  

005120 那覇西高校 玉城 良和  荻堂 公史郎 島袋 愛基

3 009505 那覇西高校 稲福 恭愛 幸喜 宇羅 8-2  
012019 具志川商業高校 幸喜 宇羅 座間味 優  

4 012018 具志川商業高校 座間味 優 9-8(3)  大山 光輝 [1] 

012095 浦添高校 下地 和希  荻堂 公史郎 

5 012096 浦添高校 崎濱 大誉 新川 秀輔 8-3  
007698 嘉手納高校 新川 秀輔 玉城 俊  

6 010748 嘉手納高校 玉城 俊 8-2  新川 秀輔 
012088 嘉手納高校 儀間 壮大  玉城 俊 

7 012089 嘉手納高校 内嶺 祐作 仲地 宏哉 8-4  
010160 古蔵中学校 仲地 宏哉 宮城 嵩朗  

8 010158 古蔵中学校 宮城 嵩朗 8-4  大山 光輝 [1] 

009871 フューチャー 安里 貴広  荻堂 公史郎 

9 009870 フューチャー 與那城 優希 安里 貴広 8-6  
   與那城 優希  

10   Bye 9  坂元 武大 
012100 浦添高校 玉城 空  高原 景大 

11 012094 浦添高校 長嶺 智拓 坂元 武大 8-4  
007847 具志川高校 坂元 武大 高原 景大  

12 007811 具志川高校 高原 景大 8-1  本村 郁人 [5/7]

002708 北谷高校 川村 碧  瑞慶山 亮 

13 007454 北谷高校 與儀 優雅 川村 碧 8-3  
012197 浦添工業高校 宮城 塁 與儀 優雅  

14 010501 浦添工業高校 山田 真碧 8-4  本村 郁人 [5/7]

    瑞慶山 亮 

15   Bye 7 本村 郁人 [5/7] 8-3  

007093 読谷高校 本村 郁人 [5/7] 瑞慶山 亮  

16 007641 読谷高校 瑞慶山 亮  大山 光輝 [1] 

000770 沖縄尚学中学校 宮本 崚 [3/4]  荻堂 公史郎 

17 000699 チームSTEP 知念 泰我 宮本 崚 [3/4] 8-2  

   知念 泰我  

18   Bye 3  宮本 崚 [3/4] 

012070 那覇国際高校 平山 幹ニ  知念 泰我 

19 012393 沖縄工業高校 神山 大夢 山田 龍弥 8-0  
007829 浦添高校 山田 龍弥 新里 祐太  

20 012091 浦添高校 新里 祐太 8-7  宮本 崚 [3/4] 

005916 GenTS 宮國 英俊  知念 泰我 

21 011561 GenTS 荒川 拓来 宮國 英俊 9-8(5)  
007458 北谷高校 喜屋武 流翔 荒川 拓来  

22 012045 北谷高校 門口 慎之介 8-0  宮國 英俊 
007316 那覇国際高校 山田 樹希  荒川 拓来 

23 006852 那覇国際高校 藤井 仁志 山田 樹希 8-6  
012101 北谷高校 平良 佳暉 藤井 仁志  

24 012099 北谷高校 玉城 琉希 8-2  宮本 崚 [3/4] 

012304 沖縄東中学校 宇榮原 玄  知念 泰我 

25 010165 沖縄東中学校 成田 時英 宇榮原 玄 8-2  
   成田 時英  

26   Bye 11  宇榮原 玄 
007462 名護商工高校 新城 雄太郎  成田 時英 

27 009424 名護商工高校 長浜 奨也 新城 雄太郎 8-2  
007680 沖縄高専 宮城 璃久 長浜 奨也  

28 007453 沖縄高専 玉城 晃太 w.o. 宇榮原 玄 
012090 浦添高校 佐藤 龍之介  成田 時英 

29 012097 浦添高校 大兼 武幸 上原 貫太郎 8-6  
006930 STEP 上原 貫太郎 嘉数 拳心  

30 007323 興南高校 嘉数 拳心 8-0  上原 貫太郎 
    嘉数 拳心 

31   Bye 5 大城 廣晃 [5/7] 8-3  

010291 S.T.K 大城 廣晃 [5/7] 大濱 陽祐  

32 009430 S.T.K 大濱 陽祐  

平成２８年１２月２４日（土）漫湖市民庭球場　受付8：30～8：50

決　　勝　　戦



平成２８年度沖縄県テニス選手権大会（ジュニアの部）

Ｕ１６ＢＤ（２）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

002712 GenTS 我謝 桐吾 [5/7]  

33 007994 Scratch Jr 謝花 海希 我謝 桐吾 [5/7]

   謝花 海希 

34   Bye 6  我謝 桐吾 [5/7]

012526 美里工業高校 松原 辰樹  謝花 海希 

35 012525 美里工業高校 瑞慶山 良哉 松原 辰樹 8-6  
009857 沖縄高専 大工廻 睦都 瑞慶山 良哉  

36 007429 沖縄高専 宮平 大瑚 w.o. 我謝 桐吾 [5/7]

012207 那覇西高校 嘉数 力  謝花 海希 

37 012206 那覇西高校 瀬長 洋輔 徳嶺 零也 8-2  
009024 普天間高校 徳嶺 零也 田前 龍希  

38 012522 普天間高校 田前 龍希 8-1  徳嶺 零也 
    田前 龍希 

39   Bye 12 喜久本 涼 8-1  
007090 読谷高校 喜久本 涼 宮城 巧  

40 007861 読谷高校 宮城 巧  我謝 桐吾 [5/7]

009164 開邦高校 仲宗根 雅人  謝花 海希 

41 008447 那覇国際高校 友寄 大樹 佐藤 駿 9-8(4)  
001593 チャレンジ 佐藤 駿 與那覇 岳斗  

42 005826 チャレンジ 與那覇 岳斗 8-2  佐藤 駿 
007960 北谷高校 岩見 駿  與那覇 岳斗 

43 012212 北谷高校 阿波根 良麿 伊藤 颯大 8-1  
007465 名護高校 伊藤 颯大 池宮 秀哉  

44 008305 名護商工高校 池宮 秀哉 8-3  古堅 琉邦人 [3/4] 

007342 首里高校 大城 盛竜  奥村 龍太郎 

45 005931 那覇国際高校 山里 将瑚 又吉 蓮 8-4  
007183 具志川商業高校 又吉 蓮 宮城 忠成  

46 007193 具志川商業高校 宮城 忠成 8-4  古堅 琉邦人 [3/4] 

    奥村 龍太郎 

47   Bye 4 古堅 琉邦人 [3/4] 8-2  

005615 チャレンジ 古堅 琉邦人 [3/4] 奥村 龍太郎  

48 000702 STEP 奥村 龍太郎  大村 蒼太 [2] 

000872 鏡原中学校 平良 凱  島袋 愛基 

49 009986 鏡原中学校 與儀 巧実 平良 凱 8-3  
   與儀 巧実  

50   Bye 8  宮國 樹 
012205 那覇西高校 冨名腰 直希  町田 怜 

51 006847 那覇西高校 野村 紳二 宮國 樹 9-8(3)  
008331 普天間高校 宮國 樹 町田 怜  

52 009215 普天間高校 町田 怜 8-2  城間 光矢 
009220 石嶺中学校 奥原 健斗  小橋川 健成 

53 009105 石嶺中学校 嶺井 隼 城間 光矢 8-2  
000012 西原高校 城間 光矢 小橋川 健成  

54 007950 那覇国際高校 小橋川 健成 8-1  城間 光矢 
    小橋川 健成 

55   Bye 10 我那覇 隆志 w.o. 
012191 浦添工業高校 我那覇 隆志 末吉 清龍  

56 012195 浦添工業高校 末吉 清龍  大村 蒼太 [2] 

007881 浦添高校 上地 聖弥  島袋 愛基 

57 006820 浦添高校 安座間 喜亜 喜友名 大貴 8-2  
008175 小禄中学校 喜友名 大貴 金城 勇輝  

58 007422 フリー 金城 勇輝 8-2  宮城 慧 
003513 浦添高校 宮城 慧  松永 航 

59 007841 浦添高校 松永 航 宮城 慧 8-2  
012017 具志川商業高校 玉城 滉大 松永 航  

60 007182 具志川商業高校 金城 龍葵 8-0  大村 蒼太 [2] 

012538 与勝高校 池味 華唯斗  島袋 愛基 

61 010667 与勝高校 高屋 雄 真 池味 華唯斗 8-6  
008874 那覇工業高校 呉屋 希緒 高屋 雄 真  

62 008677 那覇工業高校 長濱 明 8-4  大村 蒼太 [2] 

    島袋 愛基 

63   Bye 2 大村 蒼太 [2] 8-1  

003980 港川中学校 大村 蒼太 [2] 島袋 愛基  

64 002717 沖縄東中学校 島袋 愛基  

平成２８年１２月２４日（土）漫湖市民庭球場　受付8：30～8：50
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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 

000809 STEP 儀保 拓夢 [1] 

1 002642 STEP 島袋 響 儀保 拓夢 [1] 

   島袋 響 

2   Bye 1  儀保 拓夢 [1] 

008987 那覇西高校 新城 和奏  島袋 響 

3 007452 那覇西高校 運天 誉士 宇良 一輝 9-7  
005588 那覇国際高校 宇良 一輝 松尾 太郎  

4 000714 那覇国際高校 松尾 太郎 8-2  儀保 拓夢 [1] 

011984 首里高校 宇榮原 隆之  島袋 響 

5 011985 首里高校 德田 昂太郎 平田 幸大 8-0  
008635 コザ高校 平田 幸大 知念 朝也  

6 007451 コザ高校 知念 朝也 8-3  平田 幸大 
010484 沖縄工業高校 伊是名 慧土  知念 朝也 

7 007162 沖縄工業高校 金城 風太 伊是名 慧土 8-2  
010570 球陽高校 武島 椋太 金城 風太  

8 007321 球陽高校 高江洲 心 8-4  儀保 拓夢 [1] 

010502 沖縄工業高校 照屋 隆道  島袋 響 

9 009542 沖縄工業 玉城 瑠真 末松 公仁 8-5  
009212 名護商工高校 末松 公仁 知念 和希  

10 010377 名護商工高校 知念 和希 9-7  末松 公仁 
011826 糸満高校 吉村 比呂  知念 和希 

11 007166 糸満高校 新垣 翔琉 吉村 比呂 8-3  
010356 首里高校 宮城 義智 新垣 翔琉  

12 005249 首里高校 高橋 聖弥 8-6  吉里 伸太 [9/16] 

012105 北中城高校 永吉 哲也  鵜野沢 恵 

13 010791 北中城高校 福原 響 川中 和樹 8-1  
003949 コザ高校 川中 和樹 饒辺 達斗  

14 007455 コザ高校 饒辺 達斗 8-4  吉里 伸太 [9/16] 

010571 球陽高校 宇江城 俊  鵜野沢 恵 

15 010568 球陽高校 座間味 和志 吉里 伸太 [9/16] 8-3  

001515 知念高校 吉里 伸太 [9/16] 鵜野沢 恵  

16 005297 南風原高校 鵜野沢 恵 8-0  儀保 拓夢 [1] 

009031 北谷高校 新垣 蒼惟 [9/16]  島袋 響 

17 005202 北谷高校 比嘉 勇満 新垣 蒼惟 [9/16] 8-6  

011065 豊見城南高校 上原 瑞喜 比嘉 勇満  

18 010595 豊見城南高校 友利 龍斗 8-6  新垣 蒼惟 [9/16] 

012345 普天間高校 新城 陸  比嘉 勇満 

19 008961 普天間高校 末吉 エイジ 新城 陸 8-1  
005226 名護高校 比嘉 亮太 末吉 エイジ  

20 005225 名護高校 知念 俊樹 9-7  新垣 蒼惟 [9/16] 

012346 美来工科高校 當眞 駿介  比嘉 勇満 

21 007674 美来工科高校 與那嶺 晃正 仲村 栄人 8-2  
010760 具志川高校 仲村 栄人 浜川 幸治  

22 011774 具志川高校 浜川 幸治 8-0  仲村 栄人 
012354 美来工科高校 島袋 将維  浜川 幸治 

23 005669 美来工科高校 金城 琉斗 島袋 将維 8-4  
012170 豊見城高校 久場 申太郎 金城 琉斗  

24 012664 豊見城高校 名嘉 拓翔 8-4  仲間 舜 [5/8] 

012359 南風原高校 糸満 盛龍  大村 駿斗 

25 007426 南風原高校 金城 有吾 幸喜 健二 8-1  
010659 那覇工業高校 幸喜 健二 當真 翔太  

26 010663 那覇工業高校 當真 翔太 8-4  安里 晃哉 
012182 那覇高校 祖慶 実希  永山 航多 

27 012147 那覇高校 立津 治希 安里 晃哉 8-3  
012102 北中城高校 安里 晃哉 永山 航多  

28 012104 北中城高校 永山 航多 8-1  仲間 舜 [5/8] 

011983 首里高校 久田 陽希  大村 駿斗 

29 011986 首里高校 伊集 守俊 宮城 勇太 8-1  
010344 豊見城高校 宮城 勇太 藤田 達也  

30 000793 豊見城高校 藤田 達也 8-0  仲間 舜 [5/8] 

    大村 駿斗 

31   Bye 7 仲間 舜 [5/8] 8-1  

000751 ロイヤルTE 仲間 舜 [5/8] 大村 駿斗  

32 000805 Rise TC 大村 駿斗  
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000899 普天間高校 大山 凌弥 [3/4]  

33 001585 普天間高校 廣渡 藍之 大山 凌弥 [3/4] 

   廣渡 藍之 

34   Bye 3  大山 凌弥 [3/4] 

010315 豊見城高校 天久 幹貴  廣渡 藍之 

35 005365 豊見城高校 金城 賢尚 天久 幹貴 8-1  
012324 球陽高校 小橋川 凜 金城 賢尚  

36 012325 球陽高校 金城 歩 8-0  大山 凌弥 [3/4] 

010697 知念高校 城間 健也  廣渡 藍之 

37 010700 知念高校 知念 飛勇吾 宮城 響 8-0  
003942 浦添高校 宮城 響 我喜屋 来人  

38 006011 浦添高校 我喜屋 来人 8-5  幸地 泰生 
008117 球陽高校 玉城 駿  瀬長 拓真 

39 007862 球陽高校 知花 夢海 幸地 泰生 8-6  
005526 小禄高校 幸地 泰生 瀬長 拓真  

40 005172 小禄高校 瀬長 拓真 9-7  大山 凌弥 [3/4] 

012209 豊見城南高校 大城 裕雅  廣渡 藍之 

41 010590 豊見城南高校 浦崎 直之翼 松田 好誠 8-2  
010792 北中城高校 松田 好誠 玉城 佑亮  

42 006965 北中城高校 玉城 佑亮 8-3  松田 好誠 
006633 首里高校 東風平 朝賢  玉城 佑亮 

43 011988 首里高校 知念 正輝 伊波 玲司 8-3  
012190 普天間高校 伊波 玲司 橘 椋太  

44 012188 普天間高校 橘 椋太 8-2  大城 新 [9/16] 

007224 那覇高校 中林 新  宮里 憲治 

45 005287 那覇高校 吉野 亮 中林 新 8-2  
010485 浦添高校 中真 諒佳 吉野 亮  

46 010566 浦添高校 又吉 一朗 8-0  大城 新 [9/16] 

010657 南風原高校 吉嶺 和真  宮里 憲治 

47 010704 南風原高校 宮里 基希 大城 新 [9/16] 9-8(4)  

005376 沖縄工業高校 大城 新 [9/16] 宮里 憲治  

48 004165 沖縄工業高校 宮里 憲治 8-3  大山 凌弥 [3/4] 

001572 名護高校 名城 政奉 [9/16]  廣渡 藍之 

49 005073 具志川高校 慶田盛 謙二郎 名城 政奉 [9/16] 8-3  

010213 美来工科高校 宇良 竜 慶田盛 謙二郎  

50 012355 美来工科高校 玉元 柊助 8-0  名城 政奉 [9/16] 

007179 陽明高校 伊藤 凜  慶田盛 謙二郎 

51 010489 陽明高校 新里 瑠臣 伊藤 凜 8-0  
011040 名護商工高校 屋嘉比 蘭樹 新里 瑠臣  

52 010487 名護商工高校 真喜屋 正平 8-1  名城 政奉 [9/16] 

012352 美来工科高校 佐久川 空士  慶田盛 謙二郎 

53 010217 美来工科高校 豊見山 大誉 金城 一矢 8-5  
005836 沖縄工業高校 金城 一矢 馬上 廣貴  

54 009315 沖縄工業高校 馬上 廣貴 8-0  金城 一矢 
012056 糸満高校 大城 潤真  馬上 廣貴 

55 012055 糸満高校 新垣 秀祐 比嘉 大晟 8-2  
011722 具志川高校 比嘉 大晟 篠田 海斗  

56 005062 具志川高校 篠田 海斗 8-2  宮城 舜 [5/8] 

005870 陽明高校 奥平 研太郎  那覇 達也 

57 007916 陽明高校 宮里 信斗 奥平 研太郎 8-5  
010695 知念高校 嘉数 拡 宮里 信斗  

58 010696 知念高校 外間 岬 8-1  奥平 研太郎 
007808 陽明高校 上原 大知  宮里 信斗 

59 007798 陽明高校 城間 稔文 阿部 啓太 8-6  
010233 那覇高校 阿部 啓太 高里 良将  

60 008631 那覇高校 高里 良将 8-4  宮城 舜 [5/8] 

003509 具志川高校 宮城 傑  那覇 達也 

61 006335 具志川高校 玉城 陽崚 上地 慧 8-3  
005631 那覇高校 上地 慧 平良 五甫  

62 000876 那覇高校 平良 五甫 8-6  宮城 舜 [5/8] 

    那覇 達也 

63   Bye 5 宮城 舜 [5/8] 8-1  

005839 コザ高校 宮城 舜 [5/8] 那覇 達也  

64 001613 コザ高校 那覇 達也  

平成２８年１２月２３日（金祝）奥武山公園庭球場　受付8：30～8：50



平成２８年度沖縄県テニス選手権大会（ジュニアの部）

Ｕ１８ＢＤ（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 

007131 普天間高校 前泊 朝日 [5/8]  

65 008714 普天間高校 新垣 文朗 前泊 朝日 [5/8] 

   新垣 文朗 

66   Bye 6  前泊 朝日 [5/8] 

003580 沖縄工業高専 木村 宥  新垣 文朗 

67 000813 沖縄工業高専 根路銘 詠一 木村 宥 8-5  
009723 那覇高校 佐藤 祐久 根路銘 詠一  

68 012168 那覇高校 屋嘉比 朝温 8-3  伊舎堂 盛太 
005941 那覇国際高校 座波 寿充  日置 宏 

69 005379 那覇国際高校 與那嶺 達輝 座波 寿充 8-6  
010231 那覇高校 屋宜 佑亮 與那嶺 達輝  

70 012046 那覇高校 漢那 宗一郎 9-7  伊舎堂 盛太 
012513 コザ高校 佐久本 廉  日置 宏 

71 007457 コザ高校 新屋 文秀 伊舎堂 盛太 8-2  
006479 那覇高校 伊舎堂 盛太 日置 宏  

72 007449 那覇高校 日置 宏 8-4  森本 健治 
010728 小禄高校 上原 佑斗  沖田 昂樹 

73 005858 小禄高校 長嶺 匠 上原 佑斗 8-5  
008730 美里高校 仲西 智夢 長嶺 匠  

74 009807 美里高校 福原 大希 8-4  森本 健治 
003257 豊見城高校 島袋 球音  沖田 昂樹 

75 003218 豊見城高校 赤嶺 直祐 森本 健治 8-4  
007650 読谷高校 森本 健治 沖田 昂樹  

76 007651 読谷高校 沖田 昂樹 8-3  森本 健治 
012535 首里高校 屋比久 健斗  沖田 昂樹 

77 011987 首里高校 當間 麗斗 上原 充希 8-6  
010396 北谷高校 上原 充希 伊佐 哉樹  

78 008838 北谷高校 伊佐 哉樹 8-2  嘉数 拓海 [9/16] 

010351 首里高校 儀間 勇澄  比嘉 玲央 

79 010942 首里高校 當銘 優斗 嘉数 拓海 [9/16] 8-1  

007636 北谷高校 嘉数 拓海 [9/16] 比嘉 玲央  

80 007647 北谷高校 比嘉 玲央 8-1  天願 海斗 [3/4] 

005009 糸満高校 新垣 良貴 [9/16]  廣渡 泰斗 

81 007073 糸満高校 糸数 琉杜 新垣 良貴 [9/16] 8-4  

007498 那覇西高校 呉屋 太河 糸数 琉杜  

82 006050 那覇西高校 高良 信伍 8-6  新垣 良貴 [9/16] 

007074 陽明高校 儀保 翼  糸数 琉杜 

83 005671 陽明高校 知念 遼太 儀保 翼 8-4  
010656 南風原高校 仲宗根 大清 知念 遼太  

84 005438 南風原高校 比嘉 琉貴 8-3  新垣 良貴 [9/16] 

010943 首里高校 下地 隆弘  糸数 琉杜 

85 010359 首里高校 新垣 裕都 平良 寛優 8-1  
010486 陽明高校 平良 寛優 高吉 友雅  

86 006375 陽明高校 高吉 友雅 8-3  新垣 友規 
005580 昭和薬科中学校 新垣 友規  金城 亮汰 

87 002770 昭和薬科高校 金城 亮汰 新垣 友規 8-1  
011644 首里高校 小谷 真弘 金城 亮汰  

88 010352 首里高校 浜崎 優也 8-4  天願 海斗 [3/4] 

005036 糸満高校 照屋 諒真  廣渡 泰斗 

89 010623 糸満高校 知念 佳甫 島袋 歩夢 8-1  
007693 陽明高校 島袋 歩夢 新里 龍也  

90 007944 陽明高校 新里 龍也 8-5  渡名喜 勝平 
009832 普天間高校 東江 隆太郎  知念 柚希 

91 012110 普天間高校 池間 琉賀 渡名喜 勝平 8-6  
006460 南風原高校 渡名喜 勝平 知念 柚希  

92 007804 南風原高校 知念 柚希 8-2  天願 海斗 [3/4] 

005175 糸満高校 平良 蔵人  廣渡 泰斗 

93 010622 糸満高校 玉城 拓夢 嘉数 駿 8-2  
010725 小禄高校 嘉数 駿 濱元 朝也  

94 010731 小禄高校 濱元 朝也 8-4  天願 海斗 [3/4] 

    廣渡 泰斗 

95   Bye 4 天願 海斗 [3/4] 8-1  

001696 普天間高校 天願 海斗 [3/4] 廣渡 泰斗  

96 001587 普天間高校 廣渡 泰斗  
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005672 普天間高校 仲村 颯斗 [5/8]  

97 003845 普天間高校 宮城 健吾 仲村 颯斗 [5/8] 

   宮城 健吾 

98   Bye 8  仲村 颯斗 [5/8] 

012350 美来工科高校 仲眞 魁人  宮城 健吾 

99 009053 美来工科高校 古堅 太一 城間 智裕 8-0  
005505 首里東高校 城間 智裕 森田 陽一郎  

100 002747 那覇西高校 森田 陽一郎 8-0  仲村 颯斗 [5/8] 

005304 球陽高校 新浜 斗亜  宮城 健吾 

101 005201 球陽高校 木村 俊貴 新浜 斗亜 8-0  
010197 沖縄工業高校 八幡 顕也 木村 俊貴  

102 010274 沖縄工業高校 比嘉 健登 8-4  新浜 斗亜 
006012 沖縄高専 具志堅 悠馬  木村 俊貴 

103 005183 沖縄高専 大城 光輝 具志堅 悠馬 8-0  
010368 那覇高校 大屋 洋平 大城 光輝  

104 012154 那覇高校 翁長 春樹 w.o. 大城 貴椰 
006985 小禄高校 屋冨祖 洋人  西牧 諒馬 

105 007336 小禄高校 河野 竜樹 屋冨祖 洋人 8-0  
008941 浦添高校 名嘉 晃 河野 竜樹  

106 006014 浦添高校 新里 正尚 8-1  屋冨祖 洋人 
010729 小禄高校 宮里 竜平  河野 竜樹 

107 010730 小禄高校 赤嶺 槙哉 大木 燦太 9-7  
006494 球陽高校 大木 燦太 新田 宗生  

108 010574 球陽高校 新田 宗生 8-1  大城 貴椰 
010905 那覇国際高校 伊志嶺 太基  西牧 諒馬 

109 010923 那覇国際高校 國仲 佑一朗 大城 貴椰 8-3  
002738 読谷高校 大城 貴椰 西牧 諒馬  

110 007654 読谷高校 西牧 諒馬 8-2  大城 貴椰 
005078 那覇西高校 上原 慎ノ介  西牧 諒馬 

111 005101 那覇西高校 又吉 一樹 上原 慎ノ介 8-1  
003369 豊見城南高校 仲座 博夢 [9/16] 又吉 一樹  

112 010619 豊見城南高校 山城 飛翔 8-3  大城 貴椰 

007653 読谷高校 與那覇 隼 [9/16]  西牧 諒馬 

113 002753 読谷高校 金城 佳吾 與那覇 隼 [9/16] 8-4  

006483 西原高校 又吉 亮次 金城 佳吾  

114 005219 西原高校 小波津 滉平 8-3  與那覇 隼 [9/16] 

010944 首里高校 名嘉 昌秀  金城 佳吾 

115 010354 首里高校 向井 大瑛 伊敷 真朗 8-1  
006849 那覇西高校 伊敷 真朗 照屋 祐斗  

116 007830 那覇西高校 照屋 祐斗 8-4  桃原 玲雄 
007699 球陽高校 伊波 良規  長嶺 大介 

117 009209 球陽高校 平良 倫太郎 伊波 良規 8-6  
005035 那覇高校 古波蔵 峻佑 平良 倫太郎  

118 010228 那覇高校 山本 凜汰郎 8-4  桃原 玲雄 
007801 沖縄工業高校 桃原 玲雄  長嶺 大介 

119 007911 沖縄工業高校 長嶺 大介 桃原 玲雄 8-6  
010701 知念高校 屋比久 凌雅 長嶺 大介  

120 003263 知念高校 平田 悠人 8-4  桃原 玲雄 
009052 美来工科高校 藤枝 透也  長嶺 大介 

121 010209 美来工科高校 饒辺 澪 宇栄原 孝汰 8-6  
006004 前原高校 宇栄原 孝汰 平良 航太郎  

122 009205 普天間高校 平良 航太郎 8-3  中里 昆陽 
010567 球陽高校 中里 昆陽  宮里 竜志 

123 010572 球陽高校 宮里 竜志 中里 昆陽 8-3  
010376 豊見城高校 大城 夢斗 宮里 竜志  

124 010301 豊見城高校 大城 大空 8-0  中里 昆陽 
007649 読谷高校 具志川 海音  宮里 竜志 

125 009843 読谷高校 髙江洲 龍星 中山 瑠偉 8-6  
005664 球陽高校 中山 瑠偉 新城 真生  

126 010573 球陽高校 新城 真生 8-3  川村 瀬七 [2] 

    與儀 和真 

127   Bye 2 川村 瀬七 [2] 8-6  

007305 北谷高校 川村 瀬七 [2] 與儀 和真  

128 002992 北谷高校 與儀 和真  
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000809 STEP 儀保 拓夢 [1] 

1 002642 STEP 島袋 響 大山 凌弥 [3/4] 

000899 普天間高校 大山 凌弥 [3/4] 廣渡 藍之 

33 001585 普天間高校 廣渡 藍之 8-3  大山 凌弥 [3/4] 

001696 普天間高校 天願 海斗 [3/4] 廣渡 藍之 

96 001587 普天間高校 廣渡 泰斗 天願 海斗 [3/4] 8-1  

002738 読谷高校 大城 貴椰 廣渡 泰斗 

110 007654 読谷高校 西牧 諒馬 8-5  


