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

   

1 010371 TCμ 宇都宮 早絵 [1]  

   宇都宮 早絵 [1] 

2   Bye 1   

    宇都宮 早絵 [1] 
3 012760 おもろTS少年団 久場 さくら  6-0  

   久場 さくら  

4   Bye 16   

    宇都宮 早絵 [1] 
5   Bye 9  6-1  

   上沼 美桜  

6 008104 eクラブ 上沼 美桜   

    上沼 美桜 

7   Bye 7  6-2  

   仲宗根 琴音  

8 012677 西原ジュニア 仲宗根 琴音   

    宇都宮 早絵 [1] 
9 010177 田場小学校 宇良 妃織  6-0  

   宇良 妃織  

10   Bye 3   

    宇良 妃織 

11 013230 Scratch Jr 吉武 菜花  w.o. 

   吉武 菜花  

12   Bye 13   

    比嘉 桜実 

13   Bye 12  6-0  

   比嘉 桜実  

14 011944 でんぷくJr城西小 比嘉 桜実   

    比嘉 桜実 

15   Bye 5  6-0  

   保久盛 新菜  

16 012779 ピン・ハブ 保久盛 新菜   

    宇都宮 早絵 [1] 
17 012688 首里森庭球倶楽部 松代 奈海  6-1  

   松代 奈海  

18   Bye 6   

    安慶名 真依 

19 011567 OSTT 安慶名 真依  6-1  

   安慶名 真依  

20   Bye 11   

    根間 美空 

21   Bye 14  6-4  

   大塚 もも  

22 012337 クニナカTS 大塚 もも   

    根間 美空 

23   Bye 4  6-3  

   根間 美空  

24 012670 西原ジュニア 根間 美空   

    玉那覇 碧 [2] 
25 013666 BCテニススクール 安谷屋 紫優  6-3  

   安谷屋 紫優  

26   Bye 8   

    亀川 百花 

27 012715 首里森庭球倶楽部 亀川 百花  6-0  

   亀川 百花  

28   Bye 10   

    玉那覇 碧 [2] 
29 013822 eクラブ 上杉 遥海  6-0  

   上杉 遥海  

30 013700 ユニバーサル 知念 愛羽 6-0   

    玉那覇 碧 [2] 

31   Bye 2   

   玉那覇 碧 [2]  

32 012741 strokes 玉那覇 碧 [2]  
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1 006962 JINjr 石嶺 妃菜 [1]  

   石嶺 妃菜 [1] 

2   Bye 1   

    石嶺 妃菜 [1] 
3 011451 TCμ 次呂久 瑠海  6-0  

   次呂久 瑠海  

4   Bye 16   

    石嶺 妃菜 [1] 
5 012727 strokes 東 茄緒  6-3  

   東 茄緒  

6 013331 TCμ 渡辺 千春 6-1   

    喜友名 伶奈 

7   Bye 7  6-1  

   喜友名 伶奈  

8 012993 S T K Jr 喜友名 伶奈   

    石嶺 妃菜 [1] 

9 007983 チャレンジ 宮城 麻由 [3/4]  8-2  

   宮城 麻由 [3/4]  

10   Bye 3   

    宮城 麻由 [3/4] 
11 011264 石嶺小学校 知念 慶  6-0  

   知念 慶  

12   Bye 13   

    玉城 美空 

13 011084 ピン・ハブ 保久盛 杏菜  6-2  

   保久盛 杏菜  

14 011584 TCμ 嘉数 琉花 6-2   

    玉城 美空 

15   Bye 5  6-2  

   玉城 美空  

16 010473 クニナカTS 玉城 美空   

    石嶺 妃菜 [1] 
17 010340 Rise TC 榮門 星夏  8-3  

   榮門 星夏  

18   Bye 6   

    玉那覇 璃 

19 012740 strokes 玉那覇 璃  7-6(8)  

   玉那覇 璃  

20   Bye 11   

    小松 海遥 [3/4] 
21 012169 チャレンジ 松田 果凜  6-0  

   松田 果凜  

22 011573 TCμ 酒井 明日美 6-0   

    小松 海遥 [3/4] 

23   Bye 4  6-1  

   小松 海遥 [3/4]  

24 006861 eクラブ 小松 海遥 [3/4]   

    小松 海遥 [3/4] 
25 010946 GenTS 渡久地 杜生  8-3  

   渡久地 杜生  

26 011564 ピン・ハブ 山城 梨奈 6-1   

    渡久地 杜生 

27 010372 南原小学校 植村 青澄  6-3  

   植村 青澄  

28   Bye 10   

    渡久地 杜生 

29   Bye 15  6-1  

   宮島 嘉与  

30 010474 クニナカTS 宮島 嘉与   

    嘉数 ちひろ [2] 

31   Bye 2  6-2  

   嘉数 ちひろ [2]  

32 009776 TCμ 嘉数 ちひろ [2]  
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1 007082 チャレンジ 當眞 寧菜 [1]  

   當眞 寧菜 [1] 

2   Bye 1   

    當眞 寧菜 [1] 
3 013865 読谷中学校 當山 珠杏  8-1  

   西尾 佳鈴  

4 012314 桑江中学校 西尾 佳鈴 8-4   

    當眞 寧菜 [1] 
5 013423 琉大附属中学校 崎原 琉花  8-0  

   崎原 琉花  

6 012123 潮平中学校 上原 彩 8-4   

    崎原 琉花 

7   Bye 31  8-1  

   赤嶺 姫奈  

8 013013 伊良波中学校 赤嶺 姫奈   

    當眞 寧菜 [1] 
9 009583 沖縄尚学中学校 木村 天音  8-0  

   高松 梨々花  

10 006997 小禄中学校 高松 梨々花 w.o.  

    上原 ひなり 

11 013030 桑江中学校 上原 ひなり  8-3  

   上原 ひなり  

12 013916 仲井真中学校 玉城 愛音 8-2   

    上原 未来 

13 012730 浦添中学校 宮里 まどか  8-1  

   上原 未来  

14 006199 鏡原中学校 上原 未来 8-1   

    上原 未来 

15   Bye 15  8-0  

   照屋 愛華  

16 013344 コザ中学校 照屋 愛華   

    當眞 寧菜 [1] 
17 009716 南星中学校 神里 琴音  8-0  

   神里 琴音  

18   Bye 9   

    神里 琴音 

19 012587 具志川東中学校 城間 彩華  8-6  

   上地 未穂  

20 009025 神森中学校 上地 未穂 9-7   

    神里 琴音 

21 012122 潮平中学校 城間 杏莉  9-8(6)  

   城間 杏莉  

22 013661 伊良波中学校 愛甲 鈴菜 8-2   

    兼久 いぶ妃 

23 006870 潮平中学校 田口 夏来  8-3  

   兼久 いぶ妃  

24 013309 与勝中学校 兼久 いぶ妃 8-5   

    神里 琴音 

25 012778 仲井真中学校 西江 アヤネ  9-8(4)  

   西江 アヤネ  

26   Bye 25   

    安慶名 果鈴 

27 013294 与勝中学校 安慶名 果鈴  8-2  

   安慶名 果鈴  

28 013440 美里中学校 池原 凜 w.o.  

    古波蔵 妃南 

29 013680 首里中学校 與儀 一乃  8-6  

   古波蔵 妃南  

30 012585 具志川東中学校 古波蔵 妃南 8-0   

    古波蔵 妃南 

31   Bye 7  8-3  

   具志 菜々子 [5/8]  

32 011571 小禄中学校 具志 菜々子 [5/8]   

    當眞 寧菜 [1]

33 005015 石田中学校 大湾 優衣 [3/4]  8-4

   大湾 優衣 [3/4]  

34   Bye 3   

    大湾 優衣 [3/4] 

35 012115 潮平中学校 盛島 りあん  8-1  

   盛島 りあん  

36 008792 港川中学校 西平 佳代 w.o.  

    大湾 優衣 [3/4] 

37 013885 佐敷中学校 普天間 桃香  8-0  

   トーマス 美樹謝  

38 013420 桑江中学校 トーマス 美樹謝 8-0   



    加賀谷 風月 

39 013678 仲井真中学校 伊波 澪  8-4  

   加賀谷 風月  

40 012576 小禄中学校 加賀谷 風月 8-2   

    大湾 優衣 [3/4] 

41 012119 潮平中学校 甲斐 沙里奈  8-2  

   恩納 愛理  

42 012456 具志川東中学校 恩納 愛理 8-2   

    具志 萌々子 

43 011570 小禄中学校 具志 萌々子  8-6  

   具志 萌々子  

44   Bye 45   

    具志 萌々子 

45 009442 神森中学校 上地 里来  8-4  

   上地 里来  

46 010468 沖縄尚学中学校 上原 良野 8-1   

    玉元 こころ 

47   Bye 13  8-4  

   玉元 こころ  

48 012595 具志川東中学校 玉元 こころ   

    大湾 優衣 [3/4] 

49 010430 伊良波中学校 古里 萌乃果  8-1  

   古里 萌乃果  

50   Bye 11   

    古里 萌乃果 

51 013399 具志川東中学校 田部井 幸乃実  8-6  

   田部井 幸乃実  

52 012569 読谷中学校 比嘉 茉莉 8-0   

    古里 萌乃果 

53 013765 石田中学校 仲原 凜  8-5  

   中川 媛莉  

54 013367 具志川東中学校 中川 媛莉 8-2   

    中川 媛莉 

55 012120 潮平中学校 金城 鈴  8-2  

   金城 鈴  

56 013627 仲井真中学校 屋慶名 玲 8-2   

    古里 萌乃果 

57 012650 西原中学校 根間 美空  8-4  

   根間 美空  

58   Bye 27   

    山根 若菜 

59 010773 FIVE FANTASISTA 生盛 来実  w.o. 

   山根 若菜  

60 013313 与勝中学校 山根 若菜 8-0   

    山根 若菜 

61 011577 潮平中学校 島袋 ひなた  8-5  

   島袋 ひなた  

62 013674 首里中学校 多嘉良 月花 8-0   

    仲本 海鈴 [5/8] 

63   Bye 5  8-0  

   仲本 海鈴 [5/8]  

64 012062 具志川東中学校 仲本 海鈴 [5/8]   

    廣渡 澪 [2]

65 007824 GenTS 大城 由衣菜 [5/8]  8-4

   大城 由衣菜 [5/8]  

66   Bye 6   

    大城 由衣菜 [5/8] 

67 006865 昭和薬科中学校 伊藤 穂美  8-6  

   仲田 莉々香  

68 009803 仲井真中学校 仲田 莉々香 8-6   

    大城 由衣菜 [5/8] 

69 012628 伊良波中学校 松本 咲穂  8-5  

   松本 咲穂  

70 013630 仲井真中学校 前里 好美 8-1   

    知念 利音 

71 013066 西原中学校 石嶺 志帆  8-2  

   知念 利音  

72 012586 具志川東中学校 知念 利音 w.o.  

    島崎 さくら 

73 012644 伊良波中学校 大久保 遥  9-7  

   大久保 遥  

74   Bye 22   

    大久保 遥 

75 013388 具志川東中学校 嵩原 愛羅  8-3  

   嵩原 愛羅  

76 013084 浦添中学校 比嘉 玲歌 8-4   

    島崎 さくら 

77 010304 港川中学校 真壁 愛子  8-3  

   平良 茄梨  

78 012560 小禄中学校 平良 茄梨 8-1   

    島崎 さくら 

79   Bye 12  8-0  



   島崎 さくら  

80 012523 沖縄尚学中学校 島崎 さくら   

    漢那 春妃 [3/4] 

81 013361 与勝中学校 玉城 李亜  8-3  

   玉城 李亜  

82   Bye 14   

    玉城 李亜 

83 013914 仲井真中学校 根路銘 彩華  8-1  

   城間 かれん  

84 013873 佐敷中学校 城間 かれん 8-3   

    玉城 李亜 

85 012124 潮平中学校 玉城 生夏  8-2  

   玉城 生夏  

86 013421 桑江中学校 玉城 愛莉 8-0   

    玉城 生夏 

87   Bye 20  w.o. 

   石川 鈴彩  

88 013891 西原中学校 石川 鈴彩   

    漢那 春妃 [3/4] 

89 013419 桑江中学校 茂木 稜  8-2  

   宮城 光希  

90 013881 佐敷中学校 宮城 光希 w.o.  

    下門 海南 

91 013679 首里中学校 金城 そら  8-0  

   下門 海南  

92 012117 潮平中学校 下門 海南 8-1   

    漢那 春妃 [3/4] 

93 013418 桑江中学校 清水 美鶴  9-7  

   平良 涼乃  

94 012116 潮平中学校 平良 涼乃 8-0   

    漢那 春妃 [3/4] 

95   Bye 4  8-1  

   漢那 春妃 [3/4]  

96 008661 港川中学校 漢那 春妃 [3/4]   

    廣渡 澪 [2]

97 006251 沖縄尚学中学校 熊野 智花 [5/8]  8-3

   熊野 智花 [5/8]  

98   Bye 8   

    熊野 智花 [5/8] 

99 008267 FIVE FANTASISTA 仲村 和呼  8-1  

   仲村 和呼  

100 009644 西崎中学校 仲門 可玲 8-5   

    喜多 史賀 

101 013829 読谷中学校 仲嶺 想奈  8-0  

   仲嶺 想奈  

102 012467 琉大附属中学校 北島 万納 w.o.  

    喜多 史賀 

103   Bye 26  8-0  

   喜多 史賀  

104 012581 具志川東中学校 喜多 史賀   

    喜多 史賀 

105 010305 港川中学校 真壁 綾香  8-2  

   山城 萌々愛  

106 012944 具志川東中学校 山城 萌々愛 8-0   

    山城 萌々愛 

107 012625 小禄中学校 太田 千聖  8-1  

   田島 優羽  

108 013901 読谷中学校 田島 優羽 8-5   

    下地 愛菜 

109 013498 潮平中学校 長嶺 心美  8-6  

   下地 愛菜  

110 008794 港川中学校 下地 愛菜 8-2   

    下地 愛菜 

111   Bye 10  8-5  

   池間 美南  

112 006202 琉大附属中学校 池間 美南   

    廣渡 澪 [2] 
113 013368 具志川東中学校 有銘 杏奈  8-3  

   有銘 杏奈  

114   Bye 16   

    有銘 杏奈 

115 012705 浦添中学校 玉那覇 亜由  8-2  

   親富祖 紗奈  

116 012765 仲井真中学校 親富祖 紗奈 8-2   

    神山 栞 

117 012783 仲井真中学校 知念 あゆめ  8-4  

   知念 あゆめ  

118 013877 佐敷中学校 宮里 優希 8-1   

    神山 栞 

119   Bye 18  8-0  

   神山 栞  

120 012118 潮平中学校 神山 栞   



    廣渡 澪 [2] 
121 009761 首里中学校 照屋 美琴   

   照屋 美琴  

122 012771 仲井真中学校 東風平 七海 8-0   

    照屋 美琴 

123 013007 伊良波中学校 比嘉 桐子  8-5  

   田場 響月  

124 013247 与勝中学校 田場 響月 8-2   

    廣渡 澪 [2] 
125 013374 具志川東中学校 我如古 恋杏  8-3  

   佐久田 采佳  

126 013333 与勝中学校 佐久田 采佳 8-0   

    廣渡 澪 [2] 

127   Bye 2  8-2  

   廣渡 澪 [2]  

128 005915 GenTS 廣渡 澪 [2]  
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1 004066 首里中学校 當眞 帆夏 [1]  

   當眞 帆夏 [1] 

2   Bye 1   

    當眞 帆夏 [1] 
3 011280 浦添高校 赤平 実咲  8-0  

   浦崎 奈緒  

4 003510 東風平中学校 浦崎 奈緒 8-4   

    當眞 帆夏 [1] 
5 008781 コザ高校 桑江 まりの  8-2  

   桑江 まりの  

6 009377 具志川高校 知念 理央 8-4   

    平川 桃子 

7 005833 石田中学校 平川 桃子  8-5  

   平川 桃子  

8 008005 西崎小学校 石坂 紗有里 [5/8] 8-2   

    仲松 玲美 

9 003035 沖縄尚学中学校 外間 友紀乃 [3/4]  8-1  

   外間 友紀乃 [3/4]  

10   Bye 3   

    仲松 玲美 

11 000889 普天間高校 仲松 玲美  8-3  

   仲松 玲美  

12 008639 名護グリーンクラブ 肥後 歌者 8-1   

    仲松 玲美 

13 005893 開邦高校 川畑 萌依  8-4  

   川畑 萌依  

14 013284 コザ高校 喜納 乙葉 8-5   

    大湾 優月 [5/8] 

15 013899 浦添高校 仲黒島 結子  8-3  

   大湾 優月 [5/8]  

16 000711 那覇国際高校 大湾 優月 [5/8] 8-0   

    新城 英万 [3/4] 

17 003929 首里中学校 金城 あかり [5/8]  8-3  

   金城 あかり [5/8]  

18 009941 浦添高校 杉岡 未優 8-1   

    大城 叶子 

19 010537 普天間高校 大城 叶子  9-8(3)  

   大城 叶子  

20 009466 GenTS 渡久地 凛音 9-8(8)   

    新城 英万 [3/4] 

21 009845 浦添高校 神谷 七葉  8-2  

   名嘉真 絵里  

22 013270 コザ高校 名嘉真 絵里 8-5   

    新城 英万 [3/4] 

23   Bye 4  8-0  

   新城 英万 [3/4]  

24 006632 STS.Jr 新城 英万 [3/4]   

    新城 英万 [3/4] 

25 008653 具志川中学校 中原 南海 [5/8]  6-3 Ret. 

   山内 キラリ  

26 010565 具志川東中学校 山内 キラリ 8-4   

    山内 キラリ 

27 002540 浦添高校 奥間 華穂  8-2  

   奥間 華穂  

28 003519 石田中学校 我喜屋 茜 8-1   

    比嘉 美徳 [2] 
29 009173 コザ高校 鈴木 穂乃花  8-1  

   鈴木 穂乃花  

30 012781 宮里中学校 島袋 陽向 8-1   

    比嘉 美徳 [2] 

31   Bye 2  8-1  

   比嘉 美徳 [2]  

32 006227 琉大付属中学校 比嘉 美徳 [2]  
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1 011569 沖縄尚学高校 前田 優歩 [1]  

   前田 優歩 [1] 

2   Bye 1   

    前田 優歩 [1] 
3 008174 普天間高校 安藤 由衣  8-2  

   阿波連 和奏  

4 008308 那覇高校 阿波連 和奏 8-2   

    前田 優歩 [1] 
5   Bye 33  8-2  

   星 空  

6 008109 EクラブJr. 星 空   

    星 空 

7   Bye 31  8-1  

   平川 舞海  

8 009566 小禄高校 平川 舞海   

    前田 優歩 [1] 
9 006825 首里東高校 鉢嶺 侑  8-1  

   鉢嶺 侑  

10   Bye 17   

    松山 涼香 

11 008317 那覇高校 松山 涼香  8-1  

   松山 涼香  

12   Bye 48   

    久高 萌栞 

13 012210 小禄高校 立津 裕子  9-8(5)  

   久高 萌栞  

14 007264 首里高校 久高 萌栞 8-2   

    久高 萌栞 

15   Bye 15  w.o. 

   浦崎 美也子  

16 011638 昭和薬科高校 浦崎 美也子   

    前田 優歩 [1] 
17 012075 コザ高校 伊集 綺子  8-2  

   伊集 綺子  

18   Bye 9   

    宮城 円佳 

19 009497 那覇高校 上原 華音  8-1  

   宮城 円佳  

20 002075 首里高校 宮城 円佳 8-2   

    長濱 帆伽 

21   Bye 41  8-5  

   長濱 帆伽  

22 013052 沖縄尚学高校 長濱 帆伽   

    長濱 帆伽 

23   Bye 23  8-3  

   玉城 ちひろ  

24 000887 小禄高校 玉城 ちひろ   

    比嘉 恭伽 [5/8] 

25 007252 嘉手納高校 中林 楓  9-8(5)  

   中林 楓  

26 013400 普天間高校 漢那 梨沙子 8-5   

    長元 結奈 

27 009280 首里高校 長元 結奈  8-6  

   長元 結奈  

28   Bye 40   

    比嘉 恭伽 [5/8] 

29 002633 浦添高校 我謝 彩音  8-0  

   與那嶺 希子  

30 010763 小禄高校 與那嶺 希子 8-1   

    比嘉 恭伽 [5/8] 

31   Bye 7  8-0  

   比嘉 恭伽 [5/8]  

32 000049 沖縄尚学高校 比嘉 恭伽 [5/8]   

    前田 優歩 [1]

33 000983 首里高校 安里 美優 [3/4]  8-1

   安里 美優 [3/4]  

34   Bye 3   

    安里 美優 [3/4] 

35 007898 首里東高校 稲福 璃瑚  8-0  

   稲福 璃瑚  

36   Bye 61   



    安里 美優 [3/4] 

37   Bye 36  9-7  

   金城 瑠奈  

38 001595 小禄高校 金城 瑠奈   

    新城 未亜 

39 013324 那覇高校 眞榮城 怜奈  8-4  

   新城 未亜  

40 006631 沖縄尚学高校 新城 未亜 8-0   

    安里 美優 [3/4] 

41 008745 普天間高校 当真 美月  8-0  

   当真 美月  

42 012081 首里高校 久高 由莉 8-6   

    当真 美月 

43 006841 小禄高校 高良 香澄  8-0  

   高良 香澄  

44   Bye 45   

    渡久地 葵葉 

45 009350 コザ高校 渡久地 葵葉  8-6  

   渡久地 葵葉  

46 012642 昭和薬科高校 高橋 咲希 8-0   

    渡久地 葵葉 

47   Bye 13  8-2  

   具志堅 夏穂  

48 012249 那覇高校 具志堅 夏穂   

    安里 美優 [3/4] 

49 012226 小禄高校 仲門 愛実  8-3  

   仲門 愛実  

50   Bye 11   

    宮城 詩織 

51 008297 宜野湾高校 川満 海依  8-2  

   宮城 詩織  

52 007480 普天間高校 宮城 詩織 8-1   

    宮城 詩織 

53 011990 浦添高校 儀間 涼名  8-1  

   金城 歩乃佳  

54 012246 那覇高校 金城 歩乃佳 8-2   

    金城 いろは 

55   Bye 21  8-6  

   金城 いろは  

56 009392 北中城高校 金城 いろは   

    仲村 姫加 [5/8] 

57 002752 コザ高校 植村 美海  8-2  

   植村 美海  

58   Bye 27   

    植村 美海 

59 013307 首里高校 金城 伽奈  8-0  

   金城 伽奈  

60 013302 那覇高校 上里 真愛佳 8-4   

    仲村 姫加 [5/8] 

61   Bye 60  8-3  

   大西 美穂  

62 009844 小禄高校 大西 美穂   

    仲村 姫加 [5/8] 

63   Bye 5  8-0  

   仲村 姫加 [5/8]  

64 003931 沖縄尚学高校 仲村 姫加 [5/8]   

    前田 優歩 [1]

65 000698 沖縄尚学高校 石川 さくら [5/8]  8-2

   石川 さくら [5/8]  

66   Bye 6   

    石川 さくら [5/8] 

67 009461 那覇高校 狩俣 真愛  8-0  

   狩俣 真愛  

68   Bye 59   

    石川 さくら [5/8] 

69   Bye 38  8-0  

   伊是名 涼子  

70 012080 首里高校 伊是名 涼子   

    伊是名 涼子 

71 007819 小禄高校 比嘉 彩乃  8-5  

   比嘉 彩乃  

72 007664 普天間高校 瀧澤 空 8-1   

    石川 さくら [5/8] 

73 007528 那覇高校 保久盛 鈴菜  8-0  

   保久盛 鈴菜  

74 013308 首里高校 宮里 紗弘 w.o.  

    保久盛 鈴菜 

75 007889 首里東高校 田仲 芽依  8-1  



   田仲 芽依  

76   Bye 43   

    小濱 郁実 

77 005557 普天間高校 小濱 郁実  8-6  

   小濱 郁実  

78 008902 昭和薬科高校 佐村 優衣 8-1   

    小濱 郁実 

79   Bye 12  8-4  

   平川 さくら  

80 005849 小禄高校 平川 さくら   

    石川 さくら [5/8] 

81 007900 浦添高校 金城 奏夢  w.o. 

   金城 奏夢  

82   Bye 14   

    瀬名波 えみり 

83 008001 小禄高校 瀬名波 えみり  8-0  

   瀬名波 えみり  

84   Bye 51   

    玉城 花梨 

85   Bye 46  8-5  

   玉城 花梨  

86 007479 首里高校 玉城 花梨   

    玉城 花梨 

87 003522 小禄高校 友利 早耶香  8-0  

   友利 早耶香  

88 007253 嘉手納高校 島袋 琴乃 8-2   

    稲手 梨紗 [3/4] 

89 008607 小禄高校 金城 梨美  8-3  

   金城 梨美  

90 007704 普天間高校 上江洲 風香 8-5   

    金城 梨美 

91 012076 コザ高校 仲間 優莉  8-3  

   仲間 優莉  

92   Bye 35   

    稲手 梨紗 [3/4] 

93   Bye 62  8-2  

   島袋 華世  

94 007627 那覇高校 島袋 華世   

    稲手 梨紗 [3/4] 

95   Bye 4  8-2  

   稲手 梨紗 [3/4]  

96 002048 沖縄尚学高校 稲手 梨紗 [3/4]   

    平林 夏帆 [2]

97 007678 沖縄尚学高校 仲宗根 雅 [5/8]  8-5

   仲宗根 雅 [5/8]  

98   Bye 8   

    仲宗根 雅 [5/8] 

99 010764 小禄高校 渡嘉敷 愛  8-6  

   下里 うらら  

100 001562 EクラブJr. 下里 うらら 8-0   

    仲宗根 雅 [5/8] 

101   Bye 39  8-5  

   大城 心美  

102 009495 那覇高校 大城 心美   

    宮城 利佳 

103 003716 西原中学校 宮城 利佳  8-0  

   宮城 利佳  

104 006718 首里高校 保久村 聖香 8-1   

    金城 ひかり 

105 009564 小禄高校 山田 結加  9-8(1)  

   山田 結加  

106   Bye 24   

    金城 ひかり 

107 003928 首里高校 金城 ひかり  8-1  

   金城 ひかり  

108   Bye 42   

    金城 ひかり 

109 011724 那覇高校 豊里 倫乃  8-0  

   尾崎 琴音  

110 009225 普天間高校 尾崎 琴音 8-1   

    尾崎 琴音 

111   Bye 10  w.o. 

   田名 麻衣子  

112 012643 昭和薬科高校 田名 麻衣子   

    平林 夏帆 [2] 
113 007737 小禄高校 外間 唯奈  8-6  

   運天 美空  

114 002049 那覇高校 運天 美空 8-0   



    運天 美空 

115 007661 普天間高校 曽木 あかり  8-1  

   曽木 あかり  

116   Bye 50   

    運天 美空 

117   Bye 47  8-3  

   宮里 海音  

118 012079 首里高校 宮里 海音   

    赤嶺 桜 

119   Bye 18  8-3  

   赤嶺 桜  

120 007582 コザ高校 赤嶺 桜   

    平林 夏帆 [2] 
121 007629 小禄高校 小林 美月  8-1  

   小林 美月  

122   Bye 32   

    丑番 希恵 

123 012247 那覇高校 阿嘉 彩音  8-2  

   丑番 希恵  

124 000656 石田中学校 丑番 希恵 8-1   

    平林 夏帆 [2] 
125   Bye 63  8-1  

   佐久川 梨音  

126 011964 浦添高校 佐久川 梨音   

    平林 夏帆 [2] 

127   Bye 2  8-0  

   平林 夏帆 [2]  

128 013015 沖縄尚学高校 平林 夏帆 [2]  

   

  



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部）

Ｕ１２ＧＤ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

009776 TCμ 嘉数 ちひろ [1] 

1 010946 GenTS 渡久地 杜生 嘉数 ちひろ [1] 

   渡久地 杜生 

2   Bye 1  嘉数 ちひろ [1] 

007983 チャレンジ 宮城 麻由  渡久地 杜生 
3 012169 チャレンジ 松田 果凜 宮城 麻由 6-0  

013682 伊良波中学校 宮城 陽梨 松田 果凜  

4 013658 伊良波中学校 瀬長 莉理 6-0  嘉数 ちひろ [1] 

012337 クニナカTS 大塚 もも [3/4]  渡久地 杜生 

5 010473 クニナカTS 玉城 美空 大塚 もも [3/4] 8-0  

   玉城 美空  

6   Bye 3  大塚 もも [3/4] 

008949 石田中学校 箱山 小春  玉城 美空 
7 008957 沖縄尚学中学校 金城 佐和 箱山 小春 6-2  

012740 strokes 玉那覇 璃 金城 佐和  

8 012741 strokes 玉那覇 碧 7-5  嘉数 ちひろ [1] 

012677 西原ジュニア 仲宗根 琴音  渡久地 杜生 
9 012670 西原ジュニア 根間 美空 嘉数 琉花  

011584 TCμ 嘉数 琉花 宇良 妃織  

10 010177 田場小学校 宇良 妃織 6-2  宮島 嘉与 [3/4] 

    榮門 星夏 

11   Bye 4 宮島 嘉与 [3/4] 6-0  

010474 クニナカTS 宮島 嘉与 [3/4] 榮門 星夏  

12 010340 Rise TC 榮門 星夏  石嶺 妃菜 [2] 

012688 首里森庭球倶楽部 松代 奈海  石嶺 美怜 
13 011944 でんぷくJr城西小 比嘉 桜実 松代 奈海 8-1  

013691 伊良波中学校 仲原 有咲 比嘉 桜実  

14 013649 伊良波中学校 與儀 葵音 6-1  石嶺 妃菜 [2] 

    石嶺 美怜 

15   Bye 2 石嶺 妃菜 [2] 6-2  

006962 JINjr 石嶺 妃菜 [2] 石嶺 美怜  

16 011992 小禄TS少年団 石嶺 美怜  
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007824 GenTS 大城 由衣菜 [1] 

1 005915 GenTS 廣渡 澪 大城 由衣菜 [1] 

   廣渡 澪 

2   Bye 1  大城 由衣菜 [1] 

013878 佐敷中学校 兼濱 伽帆  廣渡 澪 
3 013867 佐敷中学校 嶺井 梨理 兼濱 伽帆 8-0  

   嶺井 梨理  

4   Bye 64  大城 由衣菜 [1] 

    廣渡 澪 
5   Bye 33 上原 未来 8-1  

006199 鏡原中学校 上原 未来 島崎 さくら  

6 012523 沖縄尚学中学校 島崎 さくら  上原 未来 

    島崎 さくら 

7   Bye 31 東風平 七海 8-2  

012771 仲井真中学校 東風平 七海 親富祖 紗奈  

8 012765 仲井真中学校 親富祖 紗奈  大城 由衣菜 [1] 

013630 仲井真中学校 前里 好美  廣渡 澪 
9 013627 仲井真中学校 屋慶名 玲 前里 好美 8-1  

   屋慶名 玲  

10   Bye 17  嘉納 李子 

012567 読谷中学校 嘉納 李子  松田 柚菜 

11 012571 読谷中学校 松田 柚菜 嘉納 李子 8-3  

   松田 柚菜  

12   Bye 48  加賀谷 風月 

010304 港川中学校 真壁 愛子  太田 千聖 

13 008792 港川中学校 西平 佳代 真壁 愛子 9-7  

013875 佐敷中学校 宮城 美音 西平 佳代  

14 013883 佐敷中学校 桃原 瑞季 8-0  加賀谷 風月 

    太田 千聖 

15   Bye 15 加賀谷 風月 8-4  

012576 小禄中学校 加賀谷 風月 太田 千聖  

16 012625 小禄中学校 太田 千聖  大城 由衣菜 [1] 

013309 与勝中学校 兼久 いぶ妃  廣渡 澪 
17 013294 与勝中学校 安慶名 果鈴 兼久 いぶ妃 8-2  

   安慶名 果鈴  

18   Bye 9  兼久 いぶ妃 

008267 FIVE FANTASISTA 仲村 和呼  安慶名 果鈴 

19 010773 FIVE FANTASISTA 生盛 来実 多嘉良 月花 8-1  

013674 首里中学校 多嘉良 月花 照屋 美琴  

20 009761 首里中学校 照屋 美琴 8-2  兼久 いぶ妃 

    安慶名 果鈴 

21   Bye 41 謝名堂 未歩 8-0  

013880 佐敷中学校 謝名堂 未歩 金城 朋夏  

22 013879 佐敷中学校 金城 朋夏  内間 晴奈 

    新垣 帆乃花 

23   Bye 23 内間 晴奈 8-0  

012557 小禄中学校 内間 晴奈 新垣 帆乃花  

24 012590 小禄中学校 新垣 帆乃花  兼久 いぶ妃 

013861 佐敷中学校 嶺井 実希  安慶名 果鈴 

25 013887 佐敷中学校 真榮城 亜美 嶺井 実希 8-0  

   真榮城 亜美  

26   Bye 25  佐久田 采佳 

013333 与勝中学校 佐久田 采佳  玉城 李亜 

27 013361 与勝中学校 玉城 李亜 佐久田 采佳 8-0  

   玉城 李亜  

28   Bye 40  山城 萌々愛 [5/8] 

    玉元 こころ 
29   Bye 57 伊波 澪 w.o. 

013678 仲井真中学校 伊波 澪 新里 美那未  

30 013645 仲井真中学校 新里 美那未  山城 萌々愛 [5/8] 

    玉元 こころ 

31   Bye 7 山城 萌々愛 [5/8] 8-1  

012944 具志川東中学校 山城 萌々愛 [5/8] 玉元 こころ  

32 012595 具志川東中学校 玉元 こころ  

大城 由衣菜

[1]

013367 具志川東中学校 中川 媛莉 [3/4]  廣渡 澪

33 012581 具志川東中学校 喜多 史賀 中川 媛莉 [3/4] 8-1

   喜多 史賀  

34   Bye 3  中川 媛莉 [3/4] 

013903 読谷中学校 大城 真奈美  喜多 史賀 
35 013904 読谷中学校 大城 羽美 大城 真奈美 8-0  

   大城 羽美  

36   Bye 61  中川 媛莉 [3/4] 

    喜多 史賀 
37   Bye 36 村上 南々花 8-0  

013017 伊良波中学校 村上 南々花 石橋 由衣  

38 013022 伊良波中学校 石橋 由衣  村上 南々花 

    石橋 由衣 



39   Bye 29 前城 杏夏 8-3  

013876 佐敷中学校 前城 杏夏 知花 七海  

40 013871 佐敷中学校 知花 七海  中川 媛莉 [3/4] 

012783 仲井真中学校 知念 あゆめ  喜多 史賀 
41 012778 仲井真中学校 西江 アヤネ 知念 あゆめ 8-4  

013870 佐敷中学校 平良 華凜 西江 アヤネ  

42 013869 佐敷中学校 時志 美沙希 8-3  城間 彩瑛 

013687 首里中学校 城間 彩瑛  柴田 すず 

43 013685 首里中学校 柴田 すず 城間 彩瑛 8-6  

   柴田 すず  

44   Bye 45  崎原 琉花 

    池間 美南 

45   Bye 52 比嘉 桐子 8-3  

013007 伊良波中学校 比嘉 桐子 赤嶺 姫奈  

46 013013 伊良波中学校 赤嶺 姫奈  崎原 琉花 

    池間 美南 

47   Bye 13 崎原 琉花 8-6  

013423 琉大附属中学校 崎原 琉花 池間 美南  

48 006202 琉大附属中学校 池間 美南  中川 媛莉 [3/4] 

012312 桑江中学校 松井 こころ  喜多 史賀 
49 012314 桑江中学校 西尾 佳鈴 松井 こころ 8-1  

   西尾 佳鈴  

50   Bye 11  嘉数 桜菜 

006217 石田中学校 嘉数 桜菜  村山 響 

51 010286 石田中学校 村山 響 嘉数 桜菜 8-3  

   村山 響  

52   Bye 53  嘉数 桜菜 

    村山 響 

53   Bye 44 崎原 綾乃 8-3  

012309 桑江中学校 崎原 綾乃 鈴木 夏月  

54 012310 桑江中学校 鈴木 夏月  崎原 綾乃 

    鈴木 夏月 

55   Bye 21 中澤 伊月季 8-4  

013609 小禄中学校 中澤 伊月季 高松 梨々花  

56 006997 小禄中学校 高松 梨々花  嘉数 桜菜 

013829 読谷中学校 仲嶺 想奈  村山 響 

57 012570 読谷中学校 比嘉 心花 仲嶺 想奈 8-3  

   比嘉 心花  

58   Bye 27  知念 鈴羅 

013882 佐敷中学校 知念 鈴羅  與那嶺 伶亜 

59 013860 佐敷中学校 與那嶺 伶亜 知念 鈴羅 9-7  

   與那嶺 伶亜  

60   Bye 37  上原 ひなり [5/8] 

    ﾎｽｷﾝｽ ｸﾘｽﾃｨﾝ ﾃｨｱﾗ 

61   Bye 60 宮里 まどか 8-5  

012730 浦添中学校 宮里 まどか 比嘉 玲歌  

62 013084 浦添中学校 比嘉 玲歌  上原 ひなり [5/8] 

    ﾎｽｷﾝｽ ｸﾘｽﾃｨﾝ ﾃｨｱﾗ 

63   Bye 5 上原 ひなり [5/8] 9-8(7)  

013030 桑江中学校 上原 ひなり [5/8] ﾎｽｷﾝｽ ｸﾘｽﾃｨﾝ ﾃｨｱﾗ  

64 012307 桑江中学校 ﾎｽｷﾝｽ ｸﾘｽﾃｨﾝ ﾃｨｱﾗ  

大城 由衣菜

[1]

012062 具志川東中学校 仲本 海鈴 [5/8]  廣渡 澪

65 012585 具志川東中学校 古波蔵 妃南 仲本 海鈴 [5/8] 8-4

   古波蔵 妃南  

66   Bye 6  仲本 海鈴 [5/8] 

012404 宜野湾中学校 儀間 愛莉  古波蔵 妃南 
67 012401 宜野湾中学校 東江 芽生 儀間 愛莉 8-0  

   東江 芽生  

68   Bye 59  仲本 海鈴 [5/8] 

    古波蔵 妃南 
69   Bye 38 儀間 紅梨 8-1  

013737 首里中学校 儀間 紅梨 糸数 仁那  

70 013736 首里中学校 糸数 仁那  古里 萌乃果 

    松本 咲穂 

71   Bye 28 古里 萌乃果 8-0  

010430 伊良波中学校 古里 萌乃果 松本 咲穂  

72 012628 伊良波中学校 松本 咲穂  當眞 寧菜 

013902 読谷中学校 又吉 佳楠  神里 琴音 

73 013900 読谷中学校 池原 芽衣 又吉 佳楠 8-6  

   池原 芽衣  

74   Bye 22  我如古 恋杏 

013374 具志川東中学校 我如古 恋杏  田部井 幸乃実 

75 013399 具志川東中学校 田部井 幸乃実 我如古 恋杏 8-0  

   田部井 幸乃実  

76   Bye 43  當眞 寧菜 

    神里 琴音 

77   Bye 54 與儀 一乃 8-0  

013680 首里中学校 與儀 一乃 金城 そら  

78 013679 首里中学校 金城 そら  當眞 寧菜 

    神里 琴音 

79   Bye 12 當眞 寧菜 8-0  

007082 チャレンジ 當眞 寧菜 神里 琴音  

80 009716 南星中学校 神里 琴音  當眞 寧菜 



009462 石田中学校 友寄 百茶  神里 琴音 

81 005015 石田中学校 大湾 優衣 友寄 百茶 8-4  

   大湾 優衣  

82   Bye 14  友寄 百茶 

011571 小禄中学校 具志 菜々子  大湾 優衣 

83 011570 小禄中学校 具志 萌々子 具志 菜々子 8-6  

   具志 萌々子  

84   Bye 51  友寄 百茶 

    大湾 優衣 

85   Bye 46 山城 花凜 8-1  

012722 浦添中学校 山城 花凜 玉那覇 亜由  

86 012705 浦添中学校 玉那覇 亜由  山城 花凜 

    玉那覇 亜由 

87   Bye 20 喜友名 うらら w.o. 

013884 佐敷中学校 喜友名 うらら 城間 南希  

88 013908 佐敷中学校 城間 南希  友寄 百茶 

013388 具志川東中学校 嵩原 愛羅  大湾 優衣 

89 013368 具志川東中学校 有銘 杏奈 嵩原 愛羅 8-2  

   有銘 杏奈  

90   Bye 30  嵩原 愛羅 

013866 佐敷中学校 安谷屋 鈴奈  有銘 杏奈 

91 013874 佐敷中学校 山城 寿々花 安谷屋 鈴奈 8-2  

013019 伊良波中学校 新垣 瑠心 山城 寿々花  

92 013020 伊良波中学校 赤嶺 柚花 9-8(7)  嵩原 愛羅 

    有銘 杏奈 

93   Bye 62 上江洲 美羽 8-6  

013677 仲井真中学校 上江洲 美羽 村吉 晄  

94 013652 仲井真中学校 村吉 晄  喜瀬 咲羅 [3/4] 

    知念 利音 

95   Bye 4 喜瀬 咲羅 [3/4] w.o. 

013364 具志川東中学校 喜瀬 咲羅 [3/4] 知念 利音  

96 012586 具志川東中学校 知念 利音  當眞 寧菜

009025 神森中学校 上地 未穂 [5/8]  神里 琴音

97 009442 神森中学校 上地 里来 上地 未穂 [5/8] 8-5

   上地 里来  

98   Bye 8  上地 未穂 [5/8] 

013636 伊良波中学校 奥浜 明里  上地 里来 
99 013642 伊良波中学校 金城 香穂 奥浜 明里 8-0  

   金城 香穂  

100   Bye 58  上地 未穂 [5/8] 

    上地 里来 
101   Bye 39 キー 円花 8-3  

012313 桑江中学校 キー 円花 玉城 鈴  

102 012311 桑江中学校 玉城 鈴  田中 凜 

    田場 響月 

103   Bye 26 田中 凜 8-4  

013293 与勝中学校 田中 凜 田場 響月  

104 013247 与勝中学校 田場 響月  下地 愛菜 

013363 具志川東中学校 新屋 佑依  漢那 春妃 

105 013365 具志川東中学校 糸洲 妃麗 新屋 佑依 8-6  

   糸洲 妃麗  

106   Bye 24  新屋 佑依 

012569 読谷中学校 比嘉 茉莉  糸洲 妃麗 

107 013865 読谷中学校 當山 珠杏 比嘉 茉莉 8-3  

   當山 珠杏  

108   Bye 42  下地 愛菜 

    漢那 春妃 

109   Bye 55 中林 このか 8-0  

012613 首里中学校 中林 このか 浦井 里織  

110 012614 首里中学校 浦井 里織  下地 愛菜 

    漢那 春妃 

111   Bye 10 下地 愛菜 8-2  

008794 港川中学校 下地 愛菜 漢那 春妃  

112 008661 港川中学校 漢那 春妃  下地 愛菜 

012532 小禄中学校 上原 音葉  漢那 春妃 

113 013748 小禄中学校 比嘉 さんご 上原 音葉 9-7  

   比嘉 さんご  

114   Bye 16  仲田 帆七 

013886 佐敷中学校 下地 優利亜  根路銘 美月 

115 013888 佐敷中学校 勢理客 瑠華 仲田 帆七 8-4  

013731 首里中学校 仲田 帆七 根路銘 美月  

116 013739 首里中学校 根路銘 美月 w.o. 儀保 真里 

    山根 若菜 

117   Bye 47 儀保 真里 8-0  

013453 与勝中学校 儀保 真里 山根 若菜  

118 13313 与勝中学校 山根 若菜  儀保 真里 

    山根 若菜 

119   Bye 18 東 莉珠 8-4  

013905 読谷中学校 東 莉珠 田島 優羽  

120 013901 読谷中学校 田島 優羽  城間 彩華 [2] 

012717 嘉手納中学校 宮城 愛果  恩納 愛理 
121 013031 嘉手納中学校 平良 莉杏 宮城 愛果 8-6  

   平良 莉杏  

122   Bye 32  宮城 愛果 

012644 伊良波中学校 大久保 遥  平良 莉杏 



123 013661 伊良波中学校 愛甲 鈴菜 大久保 遥 w.o. 

   愛甲 鈴菜  

124   Bye 34  城間 彩華 [2] 

    恩納 愛理 
125   Bye 63 ベネット ブリーナ凜 8-3  

012306 桑江中学校 ベネット ブリーナ凜 比嘉 海莉  

126 012305 桑江中学校 比嘉 海莉  城間 彩華 [2] 

    恩納 愛理 

127   Bye 2 城間 彩華 [2] 8-2  

012587 具志川東中学校 城間 彩華 [2] 恩納 愛理  

128 012456 具志川東中学校 恩納 愛理  
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003035 沖縄尚学中学校 外間 友紀乃 [1] 

1 004066 首里中学校 當眞 帆夏 外間 友紀乃 [1] 

   當眞 帆夏 

2   Bye 1  外間 友紀乃 [1] 

005833 石田中学校 平川 桃子  當眞 帆夏 
3 003929 首里中学校 金城 あかり 平川 桃子 8-4  

009941 浦添高校 杉岡 未優 金城 あかり  

4 011280 浦添高校 赤平 実咲 8-0  外間 友紀乃 [1] 

000669 那覇国際高校 下地 菜都美 [3/4]  當眞 帆夏 

5 000711 那覇国際高校 大湾 優月 下地 菜都美 [3/4] 8-6  

   大湾 優月  

6   Bye 3  下地 菜都美 [3/4] 

000889 普天間高校 仲松 玲美  大湾 優月 
7 010537 普天間高校 大城 叶子 仲松 玲美 8-2  

003519 石田中学校 我喜屋 茜 大城 叶子  

8 003510 東風平中学校 浦崎 奈緒 8-2  外間 友紀乃 [1] 

002540 浦添高校 奥間 華穂  當眞 帆夏 
9 009845 浦添高校 神谷 七葉 桑江 まりの 8-2  

008781 コザ高校 桑江 まりの 鈴木 穂乃花  

10 009173 コザ高校 鈴木 穂乃花 8-3  桑江 まりの 

    鈴木 穂乃花 

11   Bye 4 中原 南海 [3/4] 8-6  

008653 具志川中学校 中原 南海 [3/4] 渡久地 凛音  

12 009466 GenTS 渡久地 凛音  山内 キラリ [2] 

013270 コザ高校 名嘉真 絵里  比嘉 美徳 
13 013284 コザ高校 喜納 乙葉 新城 英万 8-4  

006632 STS.Jr 新城 英万 石坂 紗有里  

14 008005 西崎小学校 石坂 紗有里 8-0  山内 キラリ [2] 

    比嘉 美徳 

15   Bye 2 山内 キラリ [2] 8-5  

010565 具志川東中学校 山内 キラリ [2] 比嘉 美徳  

16 006227 琉大付属中学校 比嘉 美徳  
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011569 沖縄尚学高校 前田 優歩 [1] 

1 013015 沖縄尚学高校 平林 夏帆 前田 優歩 [1] 

   平林 夏帆 

2   Bye 1  前田 優歩 [1] 

009564 小禄高校 山田 結加  平林 夏帆 
3 009566 小禄高校 平川 舞海 島袋 華世 8-0  

007627 那覇高校 島袋 華世 松山 涼香  

4 008317 那覇高校 松山 涼香 8-2  前田 優歩 [1] 

    平林 夏帆 
5   Bye 17 赤嶺 桜 8-1  

007582 コザ高校 赤嶺 桜 金城 いろは  

6 009392 北中城高校 金城 いろは  赤嶺 桜 

    金城 いろは 

7   Bye 15 宮城 円佳 8-6  

002075 首里高校 宮城 円佳 宮里 紗弘  

8 013308 首里高校 宮里 紗弘  前田 優歩 [1] 

011990 浦添高校 儀間 涼名  平林 夏帆 
9 007900 浦添高校 金城 奏夢 儀間 涼名 8-1  

   金城 奏夢  

10   Bye 9  上江洲 風香 

007704 普天間高校 上江洲 風香  小濱 郁実 

11 005557 普天間高校 小濱 郁実 上江洲 風香 9-7  

   小濱 郁実  

12   Bye 24  上原 あかり [5/8] 

013351 豊見城高校 仲本 みる  金城 瑠奈 
13 013350 豊見城高校 喜友名 世奈 仲本 みる 8-2  

012210 小禄高校 立津 裕子 喜友名 世奈  

14 006841 小禄高校 高良 香澄 8-6  上原 あかり [5/8] 

    金城 瑠奈 

15   Bye 7 上原 あかり [5/8] 8-4  

001098 開邦高校 上原 あかり [5/8] 金城 瑠奈  

16 001595 小禄高校 金城 瑠奈  前田 優歩 [1] 

000983 首里高校 安里 美優 [3/4]  平林 夏帆 

17 007479 首里高校 玉城 花梨 安里 美優 [3/4] 8-2  

   玉城 花梨  

18   Bye 3  安里 美優 [3/4] 

012246 那覇高校 金城 歩乃佳  玉城 花梨 
19 008308 那覇高校 阿波連 和奏 金城 歩乃佳 8-0  

   阿波連 和奏  

20   Bye 29  安里 美優 [3/4] 

    玉城 花梨 
21   Bye 20 当真 美月 8-1  

008745 普天間高校 当真 美月 瀧澤 空  

22 007664 普天間高校 瀧澤 空  新城 未亜 

006631 沖縄尚学高校 新城 未亜  比嘉 優花 

23 000700 沖縄尚学高校 比嘉 優花 新城 未亜 8-0  

010764 小禄高校 渡嘉敷 愛 比嘉 優花  

24 010763 小禄高校 與那嶺 希子 8-3  安里 美優 [3/4] 

009495 那覇高校 大城 心美  玉城 花梨 
25 011724 那覇高校 豊里 倫乃 大城 心美 8-5  

   豊里 倫乃  

26   Bye 11  久高 由莉 

012081 首里高校 久高 由莉  伊是名 涼子 

27 012080 首里高校 伊是名 涼子 久高 由莉 8-0  

   伊是名 涼子  

28   Bye 21  仲宗根 雅 [5/8] 

002752 コザ高校 植村 美海  長濱 帆伽 
29 009350 コザ高校 渡久地 葵葉 植村 美海 8-0  

003522 小禄高校 友利 早耶香 渡久地 葵葉  

30 005849 小禄高校 平川 さくら 8-4  仲宗根 雅 [5/8] 

    長濱 帆伽 

31   Bye 5 仲宗根 雅 [5/8] 8-1  

007678 沖縄尚学高校 仲宗根 雅 [5/8] 長濱 帆伽  

32 013052 沖縄尚学高校 長濱 帆伽  前田 優歩 [1]

007264 首里高校 久高 萌栞 [5/8]  平林 夏帆

33 003928 首里高校 金城 ひかり 久高 萌栞 [5/8] 8-1

   金城 ひかり  

34   Bye 6  久高 萌栞 [5/8] 

012226 小禄高校 仲門 愛実  金城 ひかり 
35 007629 小禄高校 小林 美月 下里 うらら 8-6  



001562 EクラブJr. 下里 うらら 星 空  

36 008109 EクラブJr. 星 空 8-2  久高 萌栞 [5/8] 

    金城 ひかり 
37   Bye 22 佐久川 梨音 8-0  

011964 浦添高校 佐久川 梨音 我謝 彩音  

38 002633 浦添高校 我謝 彩音  佐久川 梨音 

    我謝 彩音 

39   Bye 12 具志堅 夏穂 8-2  

012249 那覇高校 具志堅 夏穂 阿嘉 彩音  

40 012247 那覇高校 阿嘉 彩音  比嘉 恭伽 [3/4] 

007737 小禄高校 外間 唯奈  石川 さくら 
41 008001 小禄高校 瀬名波 えみり 外間 唯奈 8-2  

   瀬名波 えみり  

42   Bye 14  外間 唯奈 

008174 普天間高校 安藤 由衣  瀬名波 えみり 

43 013400 普天間高校 漢那 梨沙子 金城 伽奈 8-4  

013307 首里高校 金城 伽奈 長元 結奈  

44 009280 首里高校 長元 結奈 8-4  比嘉 恭伽 [3/4] 

013302 那覇高校 上里 真愛佳  石川 さくら 
45 009461 那覇高校 狩俣 真愛 上里 真愛佳 8-0  

007898 首里東高校 稲福 璃瑚 狩俣 真愛  

46 006825 首里東高校 鉢嶺 侑 8-4  比嘉 恭伽 [3/4] 

    石川 さくら 

47   Bye 4 比嘉 恭伽 [3/4] 8-0  

000049 沖縄尚学高校 比嘉 恭伽 [3/4] 石川 さくら  

48 000698 沖縄尚学高校 石川 さくら  比嘉 恭伽 [3/4] 

007480 普天間高校 宮城 詩織 [5/8]  石川 さくら 

49 007661 普天間高校 曽木 あかり 宮城 詩織 [5/8] 8-5  

   曽木 あかり  

50   Bye 8  宮城 詩織 [5/8] 

009338 豊見城高校 平良 莉帆  曽木 あかり 
51 009337 豊見城高校 森田 美里 平良 莉帆 8-1  

009497 那覇高校 上原 華音 森田 美里  

52 013324 那覇高校 眞榮城 怜奈 9-8(8)  玉城 ちひろ 

    金城 梨美 

53   Bye 23 保久村 聖香 8-4  

006718 首里高校 保久村 聖香 宮里 海音  

54 12079 首里高校 宮里 海音  玉城 ちひろ 

    金城 梨美 

55   Bye 10 玉城 ちひろ 8-3  

000887 小禄高校 玉城 ちひろ 金城 梨美  

56 008607 小禄高校 金城 梨美  仲村 姫加 [2] 

007528 那覇高校 保久盛 鈴菜  稲手 梨紗 
57 002049 那覇高校 運天 美空 保久盛 鈴菜 8-2  

   運天 美空  

58   Bye 16  保久盛 鈴菜 

012076 コザ高校 仲間 優莉  運天 美空 

59 012075 コザ高校 伊集 綺子 仲間 優莉 8-1  

   伊集 綺子  

60   Bye 18  仲村 姫加 [2] 

007252 嘉手納高校 中林 楓  稲手 梨紗 
61 007253 嘉手納高校 島袋 琴乃 大西 美穂 8-1  

009844 小禄高校 大西 美穂 比嘉 彩乃  

62 007819 小禄高校 比嘉 彩乃 8-2  仲村 姫加 [2] 

    稲手 梨紗 

63   Bye 2 仲村 姫加 [2] 8-0  

003931 沖縄尚学高校 仲村 姫加 [2] 稲手 梨紗  

64 002048 沖縄尚学高校 稲手 梨紗  

   

  


