
２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１２ＢＳ（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 

   

1 008089 TCμ 宮里 琉星 [1]  

   宮里 琉星 [1] 

2   Bye 1   

    宮里 琉星 [1] 
3 011186 中原小学校 森根 秀人  8-1  

   森根 秀人  

4   Bye 32   

    宮里 琉星 [1] 
5 010240 田場小学校 前川 晴輝  8-0  

   呉屋 優毅  

6 011054 ピン・ハブ 呉屋 優毅 9-8(3)   

    澤岻 匠也 

7   Bye 15  8-3  

   澤岻 匠也  

8 009344 中原小学校 澤岻 匠也   

    宮里 琉星 [1] 
9 010239 JINjr 内川 大二朗  8-0  

   内川 大二朗  

10   Bye 9   

    内川 大二朗 

11 011300 古蔵小学校 松長 煌士  8-3  

   大城 達希  

12 007970 TCμ 大城 達希 8-1   

    小坂 陽光 [5/8] 

13   Bye 25  8-3  

   立津 洸陽  

14 010384 宮里小学校 立津 洸陽   

    小坂 陽光 [5/8] 

15   Bye 7  8-3  

   小坂 陽光 [5/8]  

16 008823 長田小学校 小坂 陽光 [5/8]   

    宮里 琉星 [1] 

17 009929 RiseTC 中村 勇槻 [3/4]  6-1 6-1  

   中村 勇槻 [3/4]  

18   Bye 3   

    中村 勇槻 [3/4] 

19 008664 翔南小学校 大城 優心  8-2  

   大城 優心  

20   Bye 29   

    中村 勇槻 [3/4] 

21   Bye 20  8-2  

   国吉 真弦  

22 012675 西原ジュニア 国吉 真弦   

    比嘉 輝 

23   Bye 13  8-0  

   比嘉 輝  

24 010365 大道小学校 比嘉 輝   

    漢那 亮貴 [5/8] 

25 010383 宮里小学校 立津 陽向  8-2  

   立津 陽向  

26   Bye 11   

    国吉 皆斉 

27   Bye 44  8-6  

   国吉 皆斉  

28 009407 田場小学校 国吉 皆斉   

    漢那 亮貴 [5/8] 

29   Bye 28  8-1  

   大城 駕空  

30 010447 宮里小学校 大城 駕空   

    漢那 亮貴 [5/8] 

31   Bye 5  8-1  

   漢那 亮貴 [5/8]  

32 008662 RiseTC 漢那 亮貴 [5/8]  

平成29年9月16日（土）県総合運動公園テニスコート　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１２ＢＳ（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 

    

33 009548 美東小学校 喜久川 楓 [5/8]  

   喜久川 楓 [5/8] 

34   Bye 6   

    喜久川 楓 [5/8] 

35 010932 宮里小学校 柏木 孝太  8-1  

   柏木 孝太  

36   Bye 27   

    田口 慎太郎 

37   Bye 22  8-4  

   徳海 宏祐  

38 011633 OSTT 徳海 宏祐   

    田口 慎太郎 

39   Bye 12  8-0  

   田口 慎太郎  

40 006871 TCμ 田口 慎太郎   

    田口 慎太郎 

41 011019 勝連小学校 山城 幸也  8-2  

   山城 幸也  

42   Bye 14   

    藤井 拓人 

43 011714 中原小学校 藤井 拓人  8-4  

   藤井 拓人  

44   Bye 19   

    小浜 守大郎 [3/4] 

45 012942 ピン・ハブ 仲村 康希  8-1  

   比嘉 惇壬定  

46 010950 でんぷくOKINAWA 比嘉 惇壬定 8-2   

    小浜 守大郎 [3/4] 

47   Bye 4  8-3  

   小浜 守大郎 [3/4]  

48 010945 GenTS 小浜 守大郎 [3/4]   

    田口 慎太郎 

49 009469 TCμ 瀧口 悠 [5/8]  6-1 6-1  

   瀧口 悠 [5/8]  

50   Bye 8   

    瀧口 悠 [5/8] 
51 012858 おもろTS少年団 中村 優介  8-0  

   普久本 安裕  

52 011608 首里森庭球倶楽部 普久本 安裕 9-7   

    瀧口 悠 [5/8] 
53   Bye 23  8-0  

   松田 龍樹  

54 012524 チャレンジ 松田 龍樹   

    松田 龍樹 

55   Bye 10  8-5  

   盛島 響希  

56 011212 TCμ 盛島 響希   

    瀧口 悠 [5/8] 
57 009609 ロイヤルTE 久場 瞭志  8-4  

   久場 瞭志  

58   Bye 16   

    久場 瞭志 

59 012340 西原TS 運天 孝介  8-5  

   運天 孝介  

60   Bye 18   

    久場 瞭志 

61 012854 ピンハブ 秋山 華瑠  8-2  

   宮城 圭  

62 012063 でんぷくOKINAWA 宮城 圭 9-8(3)   

    宮城 圭 

63   Bye 2  w.o. 

   金城 朝夢 [2]  

64 006971 ピン・ハブ 金城 朝夢 [2]  

平成29年9月16日（土）県総合運動公園テニスコート　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１２ＢＳ（決勝戦）

選手登録番号 所属団体

   

1 008089 TCμ 宮里 琉星 [1] 

宮里 琉星 [1] 
40 006871 TCμ 田口 慎太郎 6-0 6-0

Ｕ１２ＢＳ（３位決定戦）

選手登録番号 所属団体

   

32 008662 RiseTC 漢那 亮貴 [5/8] 

漢那 亮貴 [5/8] 

49 009469 TCμ 瀧口 悠 [5/8] 6-3 6-2



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１４ＢＳ（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 005865 チャレンジ 谷口 結風 [1]  

   谷口 結風 [1] 

2   Bye 1   

    谷口 結風 [1] 
3 012399 宜野湾中学校 仲宗根 弘真  8-0  

   仲宗根 弘真  

4   Bye 64   

    谷口 結風 [1] 
5 012108 勝連中学校 山城 槙斗  8-0  

   山城 槙斗  

6 011199 Scratch Jr 仲宗根 吉秀 8-4   

    山城 槙斗 

7   Bye 31  8-0  

   我謝 大樹  

8 013220 宜野湾中学校 我謝 大樹   

    谷口 結風 [1] 

9 011295 ピン・ハブ 大山 真之介  8-0  

   大山 真之介  

10   Bye 17   

    大山 真之介
11 013342 与勝中学校 中島 翼  8-5  

   中島 翼  

12   Bye 48   

    大山 真之介
13 009576 南風原中学校 横山 蒼空  8-5  

   横山 蒼空  

14 010894 浜川小学校 普天間 泉輝 8-1   

    仲宗根 善杜 [9/16]

15   Bye 15  8-1  

   仲宗根 善杜 [9/16]  

16 011472 東江小学校 仲宗根 善杜 [9/16]   

    谷口 結風 [1] 

17 008663 翔南小学校 大城 琉翔 [9/16]  8-5  

   大城 琉翔 [9/16]  

18   Bye 9   

    大城 琉翔 [9/16]

19 012166 石嶺中学校 橋詰 康  8-2  

   橋詰 康  

20   Bye 56   

    大城 琉翔 [9/16]

21 011298 首里中学校 オーフィールド 昇  8-0  

   熱田 和紀  

22 012674 西原ジュニア 熱田 和紀 8-2   

    熱田 和紀 

23   Bye 23  8-3  

   兼次 陽大朗  

24 012546 真志喜中学校 兼次 陽大朗   

    佐久間 叶和 [5/8]

25 009463 S.T.K 街 一颯  8-4  

   街 一颯  

26   Bye 25   

    當間 重央 

27 011996 港川中学校 當間 重央  8-4  

   當間 重央  

28   Bye 40   

    佐久間 叶和 [5/8]

29   Bye 57  8-0  

   宮城 玲志  

30 011428 古蔵中学校 宮城 玲志   

    佐久間 叶和 [5/8]

31   Bye 7  8-0  

   佐久間 叶和 [5/8]  

32 003525 首里森TC 佐久間 叶和 [5/8]  

平成29年9月16日（土）県総合運動公園テニスコート　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１４ＢＳ（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 003523 ピン・ハブ 荻堂 公史郎 [3/4]  

   荻堂 公史郎 [3/4]

34   Bye 3   

    荻堂 公史郎 [3/4]

35 012027 港川中学 山内 一輝  8-0  

   仲井間 宗琉  

36 013398 真志喜中学校 仲井間 宗琉 8-2   

    荻堂 公史郎 [3/4]

37   Bye 36  8-2  

   宮城 青空  

38 011587 沖縄尚学中学校 宮城 青空   

    宮城 青空 

39   Bye 29  8-2  

   與那嶺 照虎  

40 013594 南風原中学校 與那嶺 照虎   

    荻堂 公史郎 [3/4]

41 013604 南風原中学校 城間 和成  8-0  

   城間 和成  

42   Bye 19   

    島袋 智行 

43 011954 金城中学校 島袋 智行  8-6  

   島袋 智行  

44   Bye 45   

    盛島 光瑠 [9/16]

45   Bye 52  8-3  

   金城 煌  

46 012328 真志喜中学校 金城 煌   

    盛島 光瑠 [9/16]

47   Bye 13  8-2  

   盛島 光瑠 [9/16]  

48 006866 TCμ 盛島 光瑠 [9/16]   

    荻堂 公史郎 [3/4]

49 010593 コザ中学校 高江洲 義朗 [9/16]  8-2  

   高江洲 義朗 [9/16]  

50   Bye 11   

    高江洲 義朗 [9/16]

51 011183 TCμ 阿波連 陸  8-0  

   阿波連 陸  

52   Bye 53   

    高江洲 義朗 [9/16]

53   Bye 44  8-3  

   知念 和紀  

54 013229 宜野湾中学校 知念 和紀   

    東 暖士 

55   Bye 21  8-1  

   東 暖士  

56 012208 真志喜中学校 東 暖士   

    大城 盛弥 [5/8] 

57 010918 識名小学校 大城 颯太  8-6  

   大城 颯太  

58   Bye 27   

    大城 颯太 

59 011596 宮里小学校 花城 貴哉  8-3  

   花城 貴哉  

60   Bye 37   

    大城 盛弥 [5/8] 

61 011256 Scratch Jr 大城 龍斗  8-1  

   宮城 楓也  

62 012676 真志喜中学校 宮城 楓也 8-4   

    大城 盛弥 [5/8] 

63   Bye 5  8-0  

   大城 盛弥 [5/8]  

64 005314 OSTT 大城 盛弥 [5/8]  

平成29年9月16日（土）県総合運動公園テニスコート　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１４ＢＳ（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 009456 チャレンジ 仲村 秀吾 [5/8]  

   仲村 秀吾 [5/8] 

66   Bye 6   

    仲村 秀吾 [5/8] 

67 011606 浦西中 平良 樹  8-0  

   平良 樹  

68   Bye 59   

    仲村 秀吾 [5/8] 

69   Bye 38  8-1  

   仲里 晃  

70 012672 TCμ 仲里 晃   

    糸満 壱聖 

71   Bye 28  8-0  

   糸満 壱聖  

72 012078 南風原中学校 糸満 壱聖   

    仲村 秀吾 [5/8] 

73 012961 長田小学校 今村 Taven拓nichols  8-3  

   今村 Taven拓nichols  

74 012689 南風原町TS少年団 盛山 湊叶 8-2   

    池原 成瑠 

75 012396 宜野湾中学校 池原 成瑠  8-1  

   池原 成瑠  

76   Bye 43   

    福地 佑貴 [9/16] 

77   Bye 54  8-3  

   長友 睦国  

78 012678 西原ジュニア 長友 睦国   

    福地 佑貴 [9/16] 

79   Bye 12  8-1  

   福地 佑貴 [9/16]  

80 007475 ロイヤルTE 福地 佑貴 [9/16]   

    仲間 望 [3/4] 

81 008644 TCμ 酒井 翔太郎 [9/16]  8-4  

   酒井 翔太郎 [9/16]  

82   Bye 14   

    酒井 翔太郎 [9/16]

83 013210 北谷SC 島袋 暉  8-6  

   島袋 暉  

84   Bye 51   

    酒井 翔太郎 [9/16]

85   Bye 46  8-3  

   平川 陽大  

86 012720 浦添中学校 平川 陽大   

    ジェンキンス ジェイ 

87 012713 港川中学校 並里 拓人  8-1  

   ジェンキンス ジェイ  

88 010494 石嶺中学校 ジェンキンス ジェイ 8-4   

    仲間 望 [3/4] 
89 011252 古蔵中学校 上盛 銀士  8-3  

   上盛 銀士  

90 009558 小禄南小学校 上門 丈嘉伸 8-2   

    上盛 銀士 

91 012637 港川中学校 石新 拓弥  8-5  

   石新 拓弥  

92   Bye 35   

    仲間 望 [3/4] 
93   Bye 62  8-4  

   呉屋 香太朗  

94 012770 真志喜中学校 呉屋 香太朗   

    仲間 望 [3/4] 

95   Bye 4  8-1  

   仲間 望 [3/4]  

96 004795 ロイヤルTE 仲間 望 [3/4]  

平成29年9月16日（土）県総合運動公園テニスコート　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１４ＢＳ（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 005051 TCμ 照屋 朝太 [5/8]  

   照屋 朝太 [5/8] 

98   Bye 8   

    照屋 朝太 [5/8] 

99 011623 西原ジュニア 照屋 優人  8-1  

   照屋 優人  

100   Bye 58   

    照屋 朝太 [5/8] 

101   Bye 39  8-4  

   當銘 駿太  

102 012693 伊良波中学校 當銘 駿太   

    當銘 駿太 

103   Bye 26  8-1  

   玉城 佑斗  

104 013461 首里中学校 玉城 佑斗   

    照屋 朝太 [5/8] 

105 012398 宜野湾中学校 伊佐 虹来  8-1  

   伊佐 虹来  

106   Bye 24   

    伊佐 虹来 

107 009805 真志喜中学校 伊佐 一澄  9-7  

   伊佐 一澄  

108   Bye 42   

    富髙 包音 

109 013596 南風原中学校 波平 暁矢  8-4  

   富髙 包音  

110 012038 首里森TC 富髙 包音 8-1   

    富髙 包音 

111   Bye 10  8-5  

   加屋本 唯 [9/16]  

112 010920 TCμ 加屋本 唯 [9/16]   

    我謝 慎 [2] 

113 009492 西原ジュニア 宮城 洸弥 [9/16]  8-2  

   宮城 洸弥 [9/16]  

114   Bye 16   

    宮城 洸弥 [9/16] 

115 013002 嘉手納中学校 久高 義汰  8-2  

   久高 義汰  

116   Bye 50   

    宮城 洸弥 [9/16] 

117   Bye 47  8-1  

   吉武 海空  

118 012443 Scratch Jr 吉武 海空   

    栃木 海璃 

119 009029 石垣中学校 栃木 海璃  8-2  

   栃木 海璃  

120 012156 真志喜中学校 嘉味田 尚也 8-0   

    我謝 慎 [2] 
121 011599 美東小学校 喜久川 椿  8-2  

   喜久川 椿  

122   Bye 32   

    宮城 伸安 

123 008977 南風原中学校 宮城 伸安  8-3  

   宮城 伸安  

124   Bye 34   

    我謝 慎 [2] 
125   Bye 63  8-0  

   呉屋 智輝  

126 012082 真志喜中学校 呉屋 智輝   

    我謝 慎 [2] 

127   Bye 2  8-1  

   我謝 慎 [2]  

128 002713 GenTS 我謝 慎 [2]  

平成29年9月16日（土）県総合運動公園テニスコート　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１４ＢＳ（SF～）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者 

1 005865 チャレンジ 谷口 結風 [1] 

荻堂 公史郎 [3/4]

33 003523 ピン・ハブ 荻堂 公史郎 [3/4] 4-6 6-3 6-2

我謝 慎 [2]

96 004795 ロイヤルTE 仲間 望 [3/4] 7-5 4-2RET

我謝 慎 [2]

128 002713 GenTS 我謝 慎 [2] 6-2 6-2  

Ｕ１４ＢＳ（３位決定戦）

1 005865 チャレンジ 谷口 結風 [1] 
谷口 結風 [1] 

96 004795 ロイヤルTE 仲間 望 [3/4] 6-1 6-0

Ｕ１４ＢＳ（５位決定戦）

97 005051 TCμ 照屋 朝太 [5/8] 

仲村 秀吾 [5/8] 

65 009456 チャレンジ 仲村 秀吾 [5/8] 8-0

佐久間 叶和

64 005314 OSTT 大城 盛弥 [5/8] 8-2

佐久間 叶和 [5/8]

32 003525 首里森TC 佐久間 叶和 [5/8] 8-2  

Ｕ１４ＢＳ（７位決定戦）

97 005051 TCμ 照屋 朝太 [5/8] 
大城 盛弥 [5/8] 

64 005314 OSTT 大城 盛弥 [5/8] 8-6



２０１７ダンロップ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 010372 南原小学校 植村 青澄  8-1  

   植村 青澄  
4   Bye 16   

    石嶺 妃菜 [1] 
5 012727 strokes 東 茄緒  8-0  

   東 茄緒  
6 011944 でんぷくJr城西小 比嘉 桜実 8-1   

    玉城 美空 [5/8] 

7   Bye 7  8-2  

   玉城 美空 [5/8]  

8 010473 クニナカTS 玉城 美空 [5/8]   
    石嶺 妃菜 [1] 

9 007983 チャレンジ 宮城 麻由 [3/4]  6-0 6-1  

   宮城 麻由 [3/4]  

10   Bye 3   
    宮城 麻由 [3/4] 

11 012677 西原ジュニア 仲宗根 琴音  8-1  

   仲宗根 琴音  
12   Bye 13   

    宮城 麻由 [3/4] 

13 011573 TCμ 酒井 明日美  9-8(2)  

   玉那覇 碧  

14 012741 strokes 玉那覇 碧 8-4   

    玉那覇 碧 
15   Bye 5  9-7  

   宇都宮 早絵 [5/8]  

16 010371 TCμ 宇都宮 早絵 [5/8]   
    石嶺 妃菜 [1] 

17 011584 TCμ 嘉数 琉花 [5/8]  6-0 6-1  

   嘉数 琉花 [5/8]  

18   Bye 6   

    宇良 妃織 

19 010177 田場小学校 宇良 妃織  9-8(9)  

   宇良 妃織  
20   Bye 11   

    嘉数 ちひろ [3/4] 

21 012670 西原ジュニア 根間 美空  8-0  

   根間 美空  
22 012740 strokes 玉那覇 璃 8-4   

    嘉数 ちひろ [3/4] 

23   Bye 4  8-0  

   嘉数 ちひろ [3/4]  

24 009776 TCμ 嘉数 ちひろ [3/4]   
    嘉数 ちひろ [3/4] 

25 010946 GenTS 渡久地 杜生 [5/8]  2-6 7-5 6-0  

   渡久地 杜生 [5/8]  

26   Bye 8   
    渡久地 杜生 [5/8] 

27 012333 クニナカTS 畠山 愛菜  8-1  

   畠山 愛菜  
28   Bye 10   

    石坂 紗有里 [2] 

29 012688 首里森TC 松代 奈海  8-4  

   安慶名 真依  
30 011567 OSTT 安慶名 真依 8-0   

    石坂 紗有里 [2] 

31   Bye 2  8-4  

   石坂 紗有里 [2]  

32 008005 西崎小学校 石坂 紗有里 [2]  

平成29年9月16日（土）県総合運動公園レクドーム　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１２GＳ（３位決定戦）

選手登録番号 所属団体

   

9 007983 チャレンジ 宮城 麻由 [3/4] 

石坂 紗有里 [2]

32 008005 西崎小学校 石坂 紗有里 [2] 6-4　7-6（6）

Ｕ１２GＳ（５位決定戦）

14 012741 strokes 玉那覇 碧 

玉城 美空 [5/8] 

8 010473 クニナカTS 玉城 美空 [5/8] 8-4  

渡久地 杜生 [5/8] 

19 010177 田場小学校 宇良 妃織 8-5

渡久地 杜生 [5/8] 

25 010946 GenTS 渡久地 杜生 [5/8] 8-3  

Ｕ１２GＳ（７位決定戦）

14 012741 strokes 玉那覇 碧 

玉那覇 碧 

19 010177 田場小学校 宇良 妃織 8-4



２０１７ダンロップ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 Quarterfinals Semifinals Final 

   

1 004961 エムジョイテニスクラブ 下地 美満 [1]  

   下地 美満 [1] 

2   Bye 1   

    下地 美満 [1] 

3 013364 具志川東中学校 喜瀬 咲羅  8-0  

   喜瀬 咲羅  

4   Bye 32   

    下地 美満 [1] 

5 010474 クニナカTS 宮島 嘉与  8-0  

   池間 美南  

6 006202 TTS 池間 美南 8-1   

    池間 美南 

7   Bye 15  8-2  

   中川 媛莉  

8 013367 具志川東中学校 中川 媛莉   

    下地 美満 [1] 

9 012169 チャレンジ 松田 果凜 [9/13]  8-1  

   松田 果凜 [9/16]  

10   Bye 9   

    具志 菜々子 

11 011571 小禄中学校 具志 菜々子  8-1  

   具志 菜々子  

12   Bye 24   

    廣渡 澪 [5/8] 

13   Bye 25  8-4  

   我如古 恋杏  

14 013374 具志川東中学校 我如古 恋杏   

    廣渡 澪 [5/8] 

15   Bye 7  8-2  

   廣渡 澪 [5/8]  

16 005915 GenTS 廣渡 澪 [5/8]   

    下地 美満 [1] 

17 006861 eクラブ 小松 海遥 [3/4]  6-0 6-2  

   小松 海遥 [3/4]  

18   Bye 3   

    小松 海遥 [3/4] 

19 012993 S T K Jr 喜友名 伶奈  8-0  

   喜友名 伶奈  

20   Bye 29   

    小松 海遥 [3/4] 

21   Bye 20  8-3  

   田部井 幸乃実  

22 013399 具志川東中学校 田部井 幸乃実   

    熊野 智花 [9/16] 

23   Bye 13  8-1  

   熊野 智花 [9/16]  

24 006251 沖縄尚学中学校 熊野 智花 [9/13]   

    當眞 寧菜 [5/8] 

25 010340 Rise TC 榮門 星夏 [9/13]  8-2  

   榮門 星夏 [9/16]  

26   Bye 11   

    榮門 星夏 [9/16] 

27 013365 具志川東中学校 糸洲 妃麗  8-0  

   糸洲 妃麗  

28   Bye 21   

    當眞 寧菜 [5/8] 

29   Bye 28  8-6  

   嵩原 愛羅  

30 013388 具志川東中学校 嵩原 愛羅   

    當眞 寧菜 [5/8] 

31   Bye 5  8-0  

   當眞 寧菜 [5/8]  

32 007082 チャレンジ 當眞 寧菜 [5/8]  

平成29年9月16日（土）県総合運動公園レクドーム　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップ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 Quarterfinals Semifinals Final 

    

33 008661 港川中学校 漢那 春妃 [5/8]  

   漢那 春妃 [5/8] 

34   Bye 6   

    漢那 春妃 [5/8] 

35 009644 西崎中学校 仲門 可玲  8-0  

   仲門 可玲  

36   Bye 27   

    漢那 春妃 [5/8] 

37   Bye 22  9-7  

   大城 由衣菜  

38 007824 GenTS 大城 由衣菜   

    大城 由衣菜 

39   Bye 12  8-6  

   神里 琴音 [9/16]  

40 009716 南星中学校 神里 琴音 [9/13]   

    新城 英万 [3/4] 

41 010430 伊良波中学校 古里 萌乃果  8-0  

   古里 萌乃果  

42   Bye 14   

    古里 萌乃果 

43 013363 具志川東中学校 新屋 佑依  8-0  

   新屋 佑依  

44   Bye 19   

    新城 英万 [3/4] 

45   Bye 30  8-0  

   具志 萌々子  

46 011570 小禄中学校 具志 萌々子   

    新城 英万 [3/4] 

47   Bye 4  8-1  

   新城 英万 [3/4]  

48 006632 sts.jr 新城 英万 [3/4]   

    友寄 愛加理 [2] 

49 005833 石田中学校 平川 桃子 [5/8]  6-3 6-3  

   平川 桃子 [5/8]  

50   Bye 8   

    平川 桃子 [5/8] 

51 012944 具志川東中学校 山城 萌々愛  8-1  

   山城 萌々愛  

52   Bye 26   

    平川 桃子 [5/8] 

53   Bye 23  8-0  

   有銘 杏奈  

54 013368 具志川東中学校 有銘 杏奈   

    大湾 優衣 [9/16] 

55   Bye 10  8-0  

   大湾 優衣 [9/16]  

56 005015 石田中学校 大湾 優衣 [9/13]   

    友寄 愛加理 [2] 

57 012062 具志川東中学校 仲本 海鈴  8-0  

   仲本 海鈴  

58   Bye 16   

    仲本 海鈴 

59 013609 小禄中学校 中澤 伊月季  8-1  

   中澤 伊月季  

60   Bye 18   

    友寄 愛加理 [2] 

61   Bye 31  8-0  

   友寄 百茶  

62 009462 石田中学校 友寄 百茶   

    友寄 愛加理 [2] 

63   Bye 2  8-0  

   友寄 愛加理 [2]  

64 005853 サクセスNO.1 友寄 愛加理 [2]  

平成29年9月16日（土）県総合運動公園レクドーム　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１４GＳ（決勝戦）

選手登録番号 所属団体

   

1 004961 エムジョイテニスクラブ 下地 美満 [1] 
友寄 愛加理 [2]

64 005853 サクセスNO.1 友寄 愛加理 [2] 3-6 6-1 6-2

Ｕ１４GＳ（３位決定戦）

選手登録番号 所属団体

   

32 007082 チャレンジ 當眞 寧菜 [5/8] 

新城 英万 [3/4] 

48 006632 sts.jr 新城 英万 [3/4] 7-5 6-4



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１２ＢＤ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

009929 RiseTC 中村 勇槻 [1] 

1 008664 翔南小学校 大城 優心 中村 勇槻 [1] 
   大城 優心 

2   Bye 1  中村 勇槻 [1] 

010240 田場小学校 前川 晴輝  大城 優心 

3 010384 宮里小学校 立津 洸陽 前川 晴輝 8-3  

012063 でんぷくOKINAWA 宮城 圭 立津 洸陽  

4 010950 でんぷくOKINAWA 比嘉 惇壬定 8-5  喜久川 楓 [3/4] 

009548 美東小学校 喜久川 楓 [3/4]  比嘉 輝 
5 010365 大道小学校 比嘉 輝 喜久川 楓 [3/4] 8-4  

   比嘉 輝  

6   Bye 3  喜久川 楓 [3/4] 

009344 中原小学校 澤岻 匠也 [5/8]  比嘉 輝 

7 010383 宮里小学校 立津 陽向 澤岻 匠也 [5/8] 8-6  

009407 田場小学校 国吉 皆斉 立津 陽向  

8 011019 勝連小学校 山城 幸也 8-2  宮里 琉星 [3/4]

011054 ピン・ハブ 呉屋 優毅  田口 慎太郎 

9 012854 ピンハブ 秋山 華瑠 森根 秀人 8-1  

011186 中原小学校 森根 秀人 藤井 拓人  

10 011714 中原小学校 藤井 拓人 8-4  宮里 琉星 [3/4] 

    田口 慎太郎 

11   Bye 4 宮里 琉星 [3/4] 8-0  

008089 TCμ 宮里 琉星 [3/4] 田口 慎太郎  

12 006871 TCμ 田口 慎太郎  宮里 琉星 [3/4] 

009793 TCμ 日渡 翔己  田口 慎太郎 

13 011212 TCμ 盛島 響希 日渡 翔己 8-0  

010447 宮里小学校 大城 駕空 盛島 響希  

14 010932 宮里小学校 柏木 孝太 8-1  日渡 翔己 

    盛島 響希 

15   Bye 2 漢那 亮貴 [2] w.o. 

008662 RiseTC 漢那 亮貴 [2] 金城 朝夢  

16 006971 ピン・ハブ 金城 朝夢  

   

Ｕ１４ＢＤ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

003523 ピン・ハブ 荻堂 公史郎 [1] 

1 005865 チャレンジ 谷口 結風 荻堂 公史郎 [1] 

   谷口 結風 
2   Bye 1  荻堂 公史郎 [1] 

009029 石垣中学校 栃木 海璃  谷口 結風 

3 010593 コザ中学校 高江洲 義朗 栃木 海璃 8-1  

   高江洲 義朗  

4   Bye 4  荻堂 公史郎 [1]

003525 首里森TC 佐久間 叶和  谷口 結風 

5 009492 西原ジュニア 宮城 洸弥 佐久間 叶和 8-4  

008663 翔南小学校 大城 琉翔 宮城 洸弥  

6 005314 OSTT 大城 盛弥 8-6  佐久間 叶和 

    宮城 洸弥 

7   Bye 2 仲間 望 [2] 8-3  

004795 ロイヤルTE 仲間 望 [2] 我謝 慎  

8 002713 GenTS 我謝 慎  

平成29年9月18日（月祝）県総合運動公園レクドーム　受付8:30～8:50

平成29年9月18日（月祝）県総合運動公園レクドーム　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１２BD（３位決定戦）

選手登録番号 所属団体

009929 RiseTC 中村 勇槻 [1] 

1 008664 翔南小学校 大城 優心 中村 勇槻 [1] 

009793 TCμ 日渡 翔己 大城 優心 
13 011212 TCμ 盛島 響希 8-3

Ｕ１４BD（３位決定戦）

選手登録番号 所属団体 

009029 石垣中学校 栃木 海璃 

3 010593 コザ中学校 高江洲 義朗 仲間 望 [2] 

004795 ロイヤルTE 仲間 望 [2] 我謝 慎 

8 002713 GenTS 我謝 慎 8-1



２０１７ダンロップ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 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

009776 TCμ 嘉数 ちひろ [1] 

1 006962 JINjr 石嶺 妃菜 嘉数 ちひろ [1] 

   石嶺 妃菜 

2   Bye 1  嘉数 ちひろ [1] 

011584 TCμ 嘉数 琉花  石嶺 妃菜 

3 010177 田場小学校 宇良 妃織 嘉数 琉花 8-1  

012688 首里森TC 松代 奈海 宇良 妃織  

4 011944 でんぷくJr城西小 比嘉 桜実 8-4  嘉数 ちひろ [1] 

    石嶺 妃菜 

5   Bye 3 植村 青澄 8-4  

010372 南原小学校 植村 青澄 渡久地 杜生  

6 010946 GenTS 渡久地 杜生  植村 青澄 

    渡久地 杜生 

7   Bye 2 宇都宮 早絵 [2] 8-2  

010371 TCμ 宇都宮 早絵 [2] 宮城 麻由  

8 007983 チャレンジ 宮城 麻由  

   

Ｕ１４ＧＤ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

004961 エムジョイテニスクラブ 下地 美満 [1] 

1 005853 サクセスNO.1 友寄 愛加理 下地 美満 [1]

   友寄 愛加理

2   Bye 1  下地 美満 [1]

009462 石田中学校 友寄 百茶  友寄 愛加理

3 005015 石田中学校 大湾 優衣 當眞 寧菜 8-0

007082 チャレンジ 當眞 寧菜 神里 琴音  

4 009716 南星中学校 神里 琴音 8-4 下地 美満 [1]

007824 GenTS 大城 由衣菜  友寄 愛加理

5 005915 GenTS 廣渡 澪 大城 由衣菜 8-1

   廣渡 澪  

6   Bye 6  大城 由衣菜

    廣渡 澪

7   Bye 2 平川 桃子 [2] 8-6

005833 石田中学校 平川 桃子 [2] 柴田 玲黄  

8 004152 石田中学校 柴田 玲黄  

   

平成29年9月18日（月祝）県総合運動公園レクドーム　受付8:30～8:50

平成29年9月18日（月祝）県総合運動公園レクドーム　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１２GD（３位決定戦）

選手登録番号 所属団体 

011584 TCμ 嘉数 琉花 

3 010177 田場小学校 宇良 妃織 宇都宮 早絵 [2] 

010371 TCμ 宇都宮 早絵 [2] 宮城 麻由 

8 007983 チャレンジ 宮城 麻由 8-2

Ｕ１４GD（３位決定戦）

選手登録番号 所属団体

007082 チャレンジ 當眞 寧菜

4 009716 南星中学校 神里 琴音 平川 桃子 [2]

005833 石田中学校 平川 桃子 [2] 柴田 玲黄

8 004152 石田中学校 柴田 玲黄 8-5



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

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 

000751 沖縄尚学高校 仲間 舜 [1] 

1 000805 沖縄尚学高校 大村 駿斗 仲間 舜 [1] 

   大村 駿斗 

2   Bye 1  仲間 舜 [1] 

013599 北中城高校 宮城 元気  大村 駿斗 
3 012180 普天間高校 鈴木 純一郎 宮城 元気 8-0  

   鈴木 純一郎  

4   Bye 32  仲間 舜 [1] 

    大村 駿斗 
5   Bye 17 仲程 伊吹 8-1  

008788 沖縄水産高校 仲程 伊吹 大城 駿  

6 013489 沖縄水産高校 大城 駿  上間 悠生 

    小泉 創世 

7   Bye 15 上間 悠生 8-0  

010196 沖縄東中学校 上間 悠生 小泉 創世  

8 010251 沖縄東中学校 小泉 創世  仲間 舜 [1] 

006006 西崎中学校 上原 僚ノ介 [9/14]  大村 駿斗 

9 011272 西崎中学校 山本 滉太 上原 僚ノ介 [9/16] 8-0  

   山本 滉太  

10   Bye 9  上原 僚ノ介 [9/16] 

013272 北中城高校 安里 公佑  山本 滉太 
11 010405 北中城高校 宮里 悠斗 安里 公佑 8-1  

   宮里 悠斗  

12   Bye 24  上原 僚ノ介 [9/16] 

    山本 滉太 
13   Bye 25 中川 響介 9-7  

012622 具志川東中学校 中川 響介 金城 拓夢  

14 013639 具志川東中学校 金城 拓夢  宮脇 俊介 [5/8] 

    與那嶺 大輝 

15   Bye 7 宮脇 俊介 [5/8] 8-3  

005410 鏡原中学校 宮脇 俊介 [5/8] 與那嶺 大輝  

16 010194 鏡原中学校 與那嶺 大輝  仲間 舜 [1] 

011176 首里中学校 仲間 琉空 [3/4]  大村 駿斗 

17 000950 首里中学校 大山 光輝 仲間 琉空 [3/4] 9-7  

   大山 光輝  

18   Bye 3  仲間 琉空 [3/4] 

008634 嘉数中学校 石原 来夢  大山 光輝 
19 008633 嘉数中学校 石原 歩夢 石原 来夢 8-6  

   石原 歩夢  

20   Bye 29  仲間 琉空 [3/4] 

    大山 光輝 
21   Bye 20 嘉手納 匠作 8-4  

013003 石田中学校 嘉手納 匠作 山城 遥  

22 013619 石田中学校 山城 遥  山城 慶大 [9/16] 

    比嘉 景音 

23   Bye 13 山城 慶大 [9/16] 8-0  

009732 首里中学校 山城 慶大 [9/14] 比嘉 景音  

24 008983 首里中学校 比嘉 景音  我謝 桐吾 [5/8] 

010546 首里中学校 伊志嶺 孔太 [9/14]  謝花 海希 

25 010850 首里中学校 宮城 葵一 伊志嶺 孔太 [9/16] 8-2  

   宮城 葵一  

26   Bye 11  伊志嶺 孔太 [9/16] 

012520 石田中学校 屋嘉比 梨恩  宮城 葵一 
27 010917 石田中学校 金城 孝義 屋嘉比 梨恩 8-5  

   金城 孝義  

28   Bye 21  我謝 桐吾 [5/8] 

010362 GenTS 大城 晟  謝花 海希 
29 011604 GenTS 比嘉 優稀 喜納 隼世 8-4  

002046 沖縄工業高校 喜納 隼世 次呂久 史恭  

30 009635 沖縄工業高校 次呂久 史恭 8-1  我謝 桐吾 [5/8] 

    謝花 海希 

31   Bye 5 我謝 桐吾 [5/8] 8-5  

002712 GenTS 我謝 桐吾 [5/8] 謝花 海希  

32 007994 首里森TC 謝花 海希  

平成29年9月16日（土）漫湖市民テニスコート　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップ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 Quarterfinals Semifinals Final 

006198 首里森TC 國吉 永将 [5/8]  

33 006955 首里森TC 大城 太志 國吉 永将 [5/8] 

   大城 太志 

34   Bye 6  國吉 永将 [5/8] 

009525 BCテニスクラブ 仲里 海大心  大城 太志 
35 013238 南星中学校 金城 一輝 仲里 海大心 8-1  

012547 真志喜中学校 島袋 光斗 金城 一輝  

36 012556 真志喜中学校 島袋 晃輔 8-3  上里 慈和 [9/16] 

    大城 盛晃 
37   Bye 22 大城 晃平 8-6  

011180 西崎中学校 大城 晃平 島袋 駿  

38 012049 西崎中学校 島袋 駿  上里 慈和 [9/16] 

    大城 盛晃 

39   Bye 12 上里 慈和 [9/16] 8-4  

003879 沖縄尚学中学校 上里 慈和 [9/14] 大城 盛晃  

40 003527 首里中学校 大城 盛晃  宮城 武人 [3/4] 

011359 GenTS 新垣 雄士 [9/14]  神里 誓大 

41 011561 GenTS 荒川 拓来 新垣 雄士 [9/16] 8-5  

   荒川 拓来  

42   Bye 14  新垣 雄士 [9/16] 

011947 首里中学校 友利 凌太朗  荒川 拓来 
43 012529 首里中学校 比嘉 健人 友利 凌太朗 8-1  

   比嘉 健人  

44   Bye 19  宮城 武人 [3/4] 

    神里 誓大 
45   Bye 30 桃原 星二 8-3  

009180 石嶺中学校 桃原 星二 金城 光輝  

46 010977 石嶺中学校 金城 光輝  宮城 武人 [3/4] 

    神里 誓大 

47   Bye 4 宮城 武人 [3/4] 8-0  

009491 西原ジュニア 宮城 武人 [3/4] 神里 誓大  

48 002538 KT 2 神里 誓大  宮城 武人 [3/4] 

011411 首里中学校 仲底 秀 [5/8]  神里 誓大 

49 010099 首里中学校 佐久本 暖 仲底 秀 [5/8] 8-6  

   佐久本 暖  

50   Bye 8  仲底 秀 [5/8] 

012543 真志喜中学校 島尻 怜王  佐久本 暖 
51 012554 真志喜中学校 長倉 洋希 島尻 怜王 8-2  

   長倉 洋希  

52   Bye 26  波平 暁士 [9/16] 

    翁長 諒磨 
53   Bye 23 新里 夕輝 8-5  

013059 沖縄尚学中学校 新里 夕輝 肥谷 るい  

54 012774 沖縄尚学中学校 肥谷 るい  波平 暁士 [9/16] 

    翁長 諒磨 

55   Bye 10 波平 暁士 [9/16] 8-3  

011417 南風原中学校 波平 暁士 [9/14] 翁長 諒磨  

56 011189 南星中学校 翁長 諒磨  大村 蒼太 [2] 

013289 与勝中学校 濱口 龍  島袋 愛基 
57 013369 与勝中学校 照屋 慧桐 濱口 龍 8-2  

   照屋 慧桐  

58   Bye 16  上原 大聖 

012514 嘉数中学校 上原 大聖  新垣 峻 

59 012559 嘉数中学校 新垣 峻 上原 大聖 8-5  

   新垣 峻  

60   Bye 18  大村 蒼太 [2] 

005916 GenTS 宮國 英俊  島袋 愛基 
61 011274 GenTS 宮里 佳意瑠 宮國 英俊 8-1  

011937 西原中学校 新垣 翔大 宮里 佳意瑠  

62 011929 西原中学校 有田 翔 8-6  大村 蒼太 [2] 

    島袋 愛基 

63   Bye 2 大村 蒼太 [2] 8-0  

003980 ハートフルピット 大村 蒼太 [2] 島袋 愛基  

64 002717 沖縄東中学校 島袋 愛基  

平成29年9月16日（土）漫湖市民テニスコート　受付8:30～8:50



２０１７ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１６BD（決勝戦）

選手登録番号 所属団体

000751 沖縄尚学高校 仲間 舜 [1] 

1 000805 沖縄尚学高校 大村 駿斗 仲間 舜 [1] 

009491 西原ジュニア 宮城 武人 [3/4] 大村 駿斗 

48 002538 KT 2 神里 誓大 6-3　6-2

Ｕ１６BD（３位決定戦）

選手登録番号 所属団体 

002712 GenTS 我謝 桐吾 [5/8]

32 007994 首里森TC 謝花 海希 大村 蒼太 [2]

003980 ハートフルピット 大村 蒼太 [2] 島袋 愛基 

64 002717 沖縄東中学校 島袋 愛基 6-2　6-2
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
003716 西原中学校 宮城 利佳 [1] 

1 008107 eｸﾗﾌﾞjr 星 海 宮城 利佳 [1] 
   星 海 

2   Bye 1  宮城 利佳 [1] 
010468 沖縄尚学中学校 上原 良野  星 海 

3 012523 沖縄尚学中学校 島崎 さくら 佐久田 采佳 8-1  

013333 与勝中学校 佐久田 采佳 玉城 李亜  
4 013361 与勝中学校 玉城 李亜 8-3  宮城 利佳 [1] 

012560 小禄中学校 平良 茄梨  星 海 
5 012590 小禄中学校 新垣 帆乃花 兼久 いぶ妃 8-0  

013309 与勝中学校 兼久 いぶ妃 安慶名 果鈴  
6 013294 与勝中学校 安慶名 果鈴 8-2  玉元 こころ [5/8] 

012372 沖縄東中学校 大牟禮 明華  知念 利音 
7 012280 沖縄東中学校 栗山 藍 玉元 こころ [5/8] 8-3  

012595 具志川東中学校 玉元 こころ [5/8] 知念 利音  

8 012586 具志川東中学校 知念 利音 8-4  宮城 利佳 [1] 
003035 沖縄尚学中学校 外間 友紀乃 [3/4]  星 海 

9 004066 首里中学校 當眞 帆夏 外間 友紀乃 [3/4] 9-8(5)  

   當眞 帆夏  

10   Bye 3  外間 友紀乃 [3/4] 

012585 具志川東中学校 古波蔵 妃南  當眞 帆夏 
11 012456 具志川東中学校 恩納 愛理 古波蔵 妃南 8-0  

013370 南風原中学校 喜納 恋 恩納 愛理  
12 013625 南風原中学校 川智 夢叶 8-1  外間 友紀乃 [3/4] 

003519 石田中学校 我喜屋 茜  當眞 帆夏 
13 003510 東風平中学校 浦崎 奈緒 我喜屋 茜 8-3  

013644 南風原中学校 呉屋 真帆 浦崎 奈緒  
14 013346 南風原中学校 平良 菜摘 8-2  山内 キラリ [5/8] 

010400 仲西中学校 幾田 展  稲福 葵南 
15 010260 仲西中学校 謝敷 あやめ 山内 キラリ [5/8] 8-3  

010565 具志川東中学校 山内 キラリ [5/8] 稲福 葵南  

16 010559 具志川東中学校 稲福 葵南 8-0  丑番 希恵 [3/4] 

008653 具志川中学校 中原 南海 [5/8]  石川 さくら 
17 009466 GenTS 渡久地 凛音 中原 南海 [5/8] 6-7(2) 6-4 10-5  

   渡久地 凛音  

18   Bye 6  中原 南海 [5/8] 

013284 コザ高校 喜納 乙葉  渡久地 凛音 
19 009976 コザ高校 金城 栞 喜納 乙葉 8-3  

013622 南風原中学校 謝花 梨里 金城 栞  
20 013616 南風原中学校 金城 七菜 8-3  丑番 希恵 [3/4] 

013313(1215) 与勝中学校 山根 若菜  石川 さくら 
21 013447 与勝中学校 島袋 芽 山根 若菜 8-0  

012557 小禄中学校 内間 晴奈 島袋 芽  
22 012576 小禄中学校 加賀谷 風月 8-0  丑番 希恵 [3/4] 

    石川 さくら 
23   Bye 4 丑番 希恵 [3/4] 8-0  

000656 石田中学校 丑番 希恵 [3/4] 石川 さくら  

24 000698 沖縄尚学高校 石川 さくら  丑番 希恵 [3/4] 

011026 仲井真中学校 新井 舞桜 [5/8]  石川 さくら 
25 011024 仲井真中学校 豊平 琉南 新井 舞桜 [5/8] 8-1  

   豊平 琉南  

26   Bye 8  喜多 史賀 

013402 与勝中学校 島本 愛美  城間 彩華 

27 013384 与勝中学校 碩 博香 喜多 史賀 8-5  

012581 具志川東中学校 喜多 史賀 城間 彩華  
28 012587 具志川東中学校 城間 彩華 w.o. 比嘉 美徳 [2] 

011770 伊良波中学校 宮元 杏乃  渡久地 葵葉 
29 011149 南星中学校 金城 夢香 加藤 友貴 8-0  

013624 南風原中学校 加藤 友貴 譜久島 未桜  
30 013623 南風原中学校 譜久島 未桜 w.o. 比嘉 美徳 [2] 

    渡久地 葵葉 
31   Bye 2 比嘉 美徳 [2] 8-1  

006227 チャレンジ 比嘉 美徳 [2] 渡久地 葵葉  

32 009350 コザ高校 渡久地 葵葉  
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