
第３３回小学生テニス選手権大会

男子シングルス
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 

   

1 008089 TCμ 宮里 琉星 [1]  

   宮里 琉星 [1] 

2   Bye 1   

    宮里 琉星 [1] 

3 011019 勝連小学校 山城 幸也  6-0  
   山城 幸也  

4 011183 TCμ 阿波連 陸 6-4   

    宮里 琉星 [1] 

5 010238 豊崎小学校 内川 太朗  6-1  
   内川 太朗  

6 011054 ピン・ハブ 呉屋 優毅 6-0   

    中村 勇槻 [9/16] 

7 011714 中原小学校 藤井 拓人  6-4  

   中村 勇槻 [9/16]  

8 009929 RiseTC 中村 勇槻 [9/16] 7-6(5)   

    宮里 琉星 [1] 

9 009548 美東小学校 喜久川 楓 [9/16]  6-3  

   喜久川 楓 [9/16]  

10 012933 strokes 小浜 楓 6-0   

    喜久川 楓 [9/16] 

11 012385 TCμ 金城 陸  6-0  
   大谷 一郎  

12 012936 垣花小学校 大谷 一郎 6-1   

    大城 盛弥 [5/8] 

13 010383 宮里小学校 立津 陽向  6-3  
   立津 陽向  

14 012443 小禄南小学校 吉武 海空 6-1   

    大城 盛弥 [5/8] 

15 011583 MジョイTC 吉川 亮佑  6-2  

   大城 盛弥 [5/8]  

16 005314 OSTT 大城 盛弥 [5/8] 6-4   

    宮里 琉星 [1] 

17 007475 ロイヤルTE 福地 佑貴 [3/4]  8-0  

   福地 佑貴 [3/4]  

18   Bye 3   

    福地 佑貴 [3/4] 

19 011212 TCμ 盛島 響希  6-0  
   盛島 響希  

20 012040 西原ジュニア 長崎 凌弥 7-6(4)   

    福地 佑貴 [3/4] 

21 006866 TCμ 盛島 光瑠  6-3  
   盛島 光瑠  

22 011596 宮里小学校 花城 貴哉 6-0   
    盛島 光瑠 

23 011385 TCμ 中野 大吾  6-2  

   譜久原 大夢 [9/16]  

24 006990 ピン・ハブ 譜久原 大夢 [9/16] w.o.  

    福地 佑貴 [3/4] 

25 009469 TCμ 瀧口 悠 [9/16]  6-1  

   瀧口 悠 [9/16]  

26 010932 宮里小学校 柏木 孝太 6-0   

    瀧口 悠 [9/16] 

27 010242 兼原小学校 伊波 良  6-0  
   森根 秀人  

28 011186 中原小学校 森根 秀人 6-0   

    瀧口 悠 [9/16] 

29 009407 田場小学校 国吉 皆斉  6-3  
   国吉 皆斉  

30 012475 長田小学校 北島 碧 6-0   

    大城 琉翔 [5/8] 

31 010918 識名小学校 大城 颯太  6-0  

   大城 琉翔 [5/8]  

32 008663 翔南小学校 大城 琉翔 [5/8] 6-0  

平成29年2月25日(土）奥武山公園庭球場　受付8:30～8：50



第３３回小学生テニス選手権大会

男子シングルス
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 

    

33 006871 TCμ 田口 慎太郎 [5/8]  

   田口 慎太郎 [5/8] 

34 011997 西原ジュニア 長崎 寿啓 6-0   

    田口 慎太郎 [5/8] 

35 012151(10273) 嘉手納小学校 宜寿次 春輝  6-1  
   酒井 翔太郎  

36 008644 TCμ 酒井 翔太郎 6-0   

    田口 慎太郎 [5/8] 

37 011421 TCμ 宮里 玖仁斗  7-5  
   前川 晴輝  

38 010240 田場小学校 前川 晴輝 6-3   

    小坂 陽光 [9/16] 

39 010365 Scratch Jr 比嘉 輝  6-1  

   小坂 陽光 [9/16]  

40 008823 長田小学校 小坂 陽光 [9/16] 6-0   

    金城 朝夢 [3/4] 

41 010945 GenTS 小浜 守大郎 [9/16]  6-1  

   小浜 守大郎 [9/16]  

42 010950 でんぷくJr美里小 比嘉 惇壬定 6-0   

    小浜 守大郎 [9/16] 

43 010447 宮里小学校 大城 駕空  6-1  
   大城 駕空  

44 009609 ロイヤルTE 久場 瞭志 w.o.  

    金城 朝夢 [3/4] 

45 008664 翔南小学校 大城 優心  6-1  
   大城 達希  

46 007970 TCμ 大城 達希 6-2   

    金城 朝夢 [3/4] 

47   Bye 4  6-2  

   金城 朝夢 [3/4]  

48 006971 ピン・ハブ 金城 朝夢 [3/4]   

    仲間 望 [2] 

49 008662 西原ジュニア 漢那 亮貴 [5/8]  8-6  

   漢那 亮貴 [5/8]  

50 010239 JINjr 内川 大二朗 6-2   

    漢那 亮貴 [5/8] 

51 012063 でんぷくJr城西小 宮城 圭  6-1  
   徳海 宏祐  

52 011633 おもろTS少年団 徳海 宏祐 6-1   

    又吉 和磨 [9/16] 

53 010898 白川小学校 中西 翔龍  6-2  
   奥原 涼  

54 009293 TCμ 奥原 涼 6-4   

    又吉 和磨 [9/16] 

55 009558 小禄南小学校 上門 丈嘉伸  6-1  

   又吉 和磨 [9/16]  

56 006785 北谷小学校 又吉 和磨 [9/16] 6-0   

    仲間 望 [2] 

57 009344 中原小学校 澤岻 匠也 [9/16]  6-0  

   澤岻 匠也 [9/16]  

58 010384 宮里小学校 立津 洸陽 6-2   

    澤岻 匠也 [9/16] 

59 012540(10001741) TCμ 大田 真凛  6-1  
   松田 龍樹  

60 012524 チャレンジ 松田 龍樹 6-1   

    仲間 望 [2] 

61 009815 OSTT 親泊 英大  6-0  
   大山 真之介  

62 011295 ピン・ハブ 大山 真之介 6-2   

    仲間 望 [2] 

63   Bye 2  6-0  

   仲間 望 [2]  

64 004795 ロイヤルTE 仲間 望 [2]  

平成29年2月25日(土）奥武山公園庭球場　受付8:30～8：50



第３３回小学生テニス選手権大会

女子シングルス
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 006632 STS.jr 新城 英万 [1]  

   新城 英万 [1] 

2   Bye 1   

    新城 英万 [1] 

3 011084 ピン・ハブ 保久盛 杏菜  6-0  
   保久盛 杏菜  

4 011573 TCμ 酒井 明日美 6-1   

    新城 英万 [1] 

5 012727 strokes 東 茄緒  6-0  
   榮門 星夏  

6 010340 RiseTC 榮門 星夏 6-4   
    榮門 星夏 

7 010371 TCμ 宇都宮 早絵  7-6(5)  
   宮城 麻由  

8 007983 チャレンジ 宮城 麻由 7-5   

    新城 英万 [1] 

9 008005 チャレンジ 石坂 紗有里 [3/4]  8-5  

   石坂 紗有里 [3/4]  

10   Bye 3   

    石坂 紗有里 [3/4] 

11 012447 TCμ 浦野 優花  6-2  
   生盛 来実  

12 010773 FIVE FANTASISTA 生盛 来実 6-1   
    渡久地 杜生 

13 010372 南原小学校 植村 青澄  6-3  
   植村 青澄  

14 012723 strokes 比嘉 実莉 6-2   
    渡久地 杜生 

15   Bye 5  6-3  
   渡久地 杜生  

16 010946 GenTS 渡久地 杜生   

    新城 英万 [1] 

17 008125 チャレンジ 佐藤 花音  6-1 6-0  
   佐藤 花音  

18   Bye 6   
    佐藤 花音 

19 009475 RiseTC 中村 栞  6-0  
   中村 栞  

20 008267 FIVE FANTASISTA 仲村 和呼 6-3   

    嘉数 ちひろ [3/4] 

21 012741 strokes 玉那覇 碧  6-3  
   山城 梨奈  

22 011564 ピン・ハブ 山城 梨奈 6-2   

    嘉数 ちひろ [3/4] 

23   Bye 4  6-2  

   嘉数 ちひろ [3/4]  

24 009776 TCμ 嘉数 ちひろ [3/4]   

    石嶺 妃菜 [2] 

25 012169 チャレンジ 松田 果凜  8-2  
   松田 果凜  

26 011704 おもろTS少年団 国吉 優里奈 w.o.  
    松田 果凜 

27 012740 strokes 玉那覇 璃  6-3  
   宇良 妃織  

28 010177 田場小学校 宇良 妃織 6-1   

    石嶺 妃菜 [2] 

29 011944 でんぷくJr城西小 比嘉 桜実  6-1  
   比嘉 桜実  

30 011262 TCμ 浦野 美優 6-2   

    石嶺 妃菜 [2] 

31   Bye 2  6-0  

   石嶺 妃菜 [2]  

32 006962 JINjr 石嶺 妃菜 [2]  

平成29年2月25日(土）奥武山公園庭球場　受付8:30～8：50



第３３回小学生テニス選手権大会

男子シングルス　決勝戦

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 

   

1 008089 TCμ 宮里 琉星 [1] 

宮里 琉星 [1]

64 004795 ロイヤルTE 仲間 望 [2] 6-1 6-1

第３３回小学生テニス選手権大会

男子シングルス　三位決定戦

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 

   

17 007475 ロイヤルTE 福地 佑貴 [3/4] 

金城 朝夢 [3/4]

48 006971 ピン・ハブ 金城 朝夢 [3/4] 8-4

第３３回小学生テニス選手権大会

女子シングルス　三位決定戦

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 

   

16 010946 GenTS 渡久地 杜生 

渡久地 杜生

24 009776 TCμ 嘉数 ちひろ [3/4] 9-8(2)



第３３回小学生テニス選手権大会

男子ダブルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

004795 ロイヤルTE 仲間 望 [1] 

1 008663 翔南小学校 大城 琉翔 仲間 望 [1] 

   大城 琉翔 

2   Bye 1  仲間 望 [1] 

010447 宮里小学校 大城 駕空  大城 琉翔 

3 010932 宮里小学校 柏木 孝太 上門 丈嘉伸 6-1  

009558 小禄南小学校 上門 丈嘉伸 吉武 海空  

4 012443 小禄南小学校 吉武 海空 6-3  仲間 望 [1] 

009929 RiseTC 中村 勇槻 [3/4]  大城 琉翔 

5 008664 翔南小学校 大城 優心 中村 勇槻 [3/4] 6-1  

010240 田場小学校 前川 晴輝 大城 優心  

6 010384 宮里小学校 立津 洸陽 6-2  中村 勇槻 [3/4] 

010365 Scratch Jr 比嘉 輝  大城 優心 

7 006990 ピン・ハブ 譜久原 大夢 比嘉 輝 6-4  

011186 中原小学校 森根 秀人 譜久原 大夢  

8 011714 中原小学校 藤井 拓人 6-0  田口 慎太郎 [2] 

009344 中原小学校 澤岻 匠也  金城 朝夢 

9 010383 宮里小学校 立津 陽向 大城 盛弥 8-6  

005314 OSTT 大城 盛弥 漢那 亮貴  

10 008662 西原ジュニア 漢那 亮貴 7-5  宮里 琉星 

006785 北谷小学校 又吉 和磨  福地 佑貴 

11 009548 美東小学校 喜久川 楓 宮里 琉星 6-3  

008089 TCμ 宮里 琉星 福地 佑貴  

12 007475 ロイヤルTE 福地 佑貴 6-1  田口 慎太郎 [2] 

009469 TCμ 瀧口 悠  金城 朝夢 

13 006866 TCμ 盛島 光瑠 瀧口 悠 6-1  

011019 勝連小学校 山城 幸也 盛島 光瑠  

14 011596 宮里小学校 花城 貴哉 6-0  田口 慎太郎 [2] 

    金城 朝夢 

15   Bye 2 田口 慎太郎 [2] 7-5  

006871 TCμ 田口 慎太郎 [2] 金城 朝夢  

16 006971 ピン・ハブ 金城 朝夢  
   

選手登録番号 所属団体 

009929 RiseTC 中村 勇槻 [3/4] 

5 008664 翔南小学校 大城 優心 宮里 琉星 
008089 TCμ 宮里 琉星 福地 佑貴 

12 007475 ロイヤルTE 福地 佑貴 8-1

平成29年2月25日(土）奥武山公園庭球場　受付8:30～8：50

三位決定戦



第３３回小学生テニス選手権大会

女子ダブルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

010372 南原小学校 植村 青澄 [1] 

1 010946 GenTS 渡久地 杜生 植村 青澄 [1] 

   渡久地 杜生 

2   Bye 1  石坂 紗有里 

011084 ピン・ハブ 保久盛 杏菜  石嶺 妃菜 

3 011564 ピン・ハブ 山城 梨奈 石坂 紗有里 6-3  

008005 チャレンジ 石坂 紗有里 石嶺 妃菜  

4 006962 JINjr 石嶺 妃菜 6-1  石坂 紗有里 

    石嶺 妃菜 

5   Bye 3 仲村 和呼 8-5  

008267 FIVE FANTASISTA 仲村 和呼 生盛 来実  

6 010773 FIVE FANTASISTA 生盛 来実  嘉数 ちひろ 

    宇都宮 早絵 

7   Bye 2 嘉数 ちひろ 6-0  

009776 TCμ 嘉数 ちひろ 宇都宮 早絵  

8 010371 TCμ 宇都宮 早絵  

   
  

選手登録番号 所属団体 

010372 南原小学校 植村 青澄 [1] 

1 010946 GenTS 渡久地 杜生 植村 青澄 [1] 

008267 FIVE FANTASISTA 仲村 和呼 渡久地 杜生 

6 010773 FIVE FANTASISTA 生盛 来実 8-2

平成29年2月25日(土）奥武山公園庭球場　受付8:30～8：50

三位決定戦


