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

001732 Rαsk 新垣 晴矢 [1]

1 000007 Rαsk 新垣 貴実子 真栄城 嵩

003590 joker 真栄城 嵩 新城 雅

2 005713 joker 新城 雅 7-6(5)
真栄城 嵩

014018 Happiness OKTC TEAM Wadis Maldonado  新城 雅

3 014014 Happiness OKTC TEAM Michiko Anderson 赤嶺 響太
7-5

002141 Rαsk 赤嶺 響太 平良 栞奈  

4 003338 Rαsk 平良 栞奈 7-6(4)
宮城 陵太 [2]

004511 空自那覇 塚本 祐一  石坂 桃子

5 004873 空自那覇 塚本 いずみ 塚本 祐一
6-1

001633 Rαsk 宮城 渡 塚本 いずみ  

6 001413 Rαsk 島田 絵里花 7-5
宮城 陵太 [2]

000886 Rαsk 外間 航太  石坂 桃子

7 000799 Rαsk 比嘉 美幸 宮城 陵太 [2]
6-0

000768 沖縄県庁 宮城 陵太 [2] 石坂 桃子  

8 000717 テニスラウンジ糸満 
石坂 桃子 6-1
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008173 空自那覇 青山 桂二 [1]

1 010886 空自那覇 渡邊 晴香 青山 桂二 [1]

   渡邊 晴香

2   Bye 1  金城 太吾

004479 team JKN 浦崎 薫  金城 千春

3 001963 team JKN 浦崎 利菜子 金城 太吾 7-5

004932 Dai整骨院TC 金城 太吾 金城 千春  

4 004440 Dai整骨院TC 金城 千春 6-4 玉寄 貴也

004238 漫友会 前仲 清浩 [4]  仲里 春奈

5 009140 Freedom 佐久川 美代子 前仲 清浩 [4] 6-4

003617 A'sFactory 井藤 善夫 佐久川 美代子  

6 004851 チームジェニファー 宮城 聖子 6-3 玉寄 貴也

006292 東興電設 玉寄 貴也  仲里 春奈

7 012977 フリー 仲里 春奈 玉寄 貴也 7-5

005744 首里森庭球倶楽部 仲眞 亮 仲里 春奈  

8 009213 フリー 小林 あゆみ 6-3 玉寄 貴也

006309 漫友会 鉢嶺 清章  仲里 春奈

9 008382 漫友会 鉢嶺 結 鉢嶺 清章 6-3

004045 TTT 宮城 孝也 鉢嶺 結  

10 005491 TTT 具志堅 増美 6-1 鉢嶺 清章

006159 チームK 武加竹 智一  鉢嶺 結

11 010064 チームわくがわ 池谷 小百合 仲村 卓 [3] 7-6(6)

007549 Shot 仲村 卓 [3] 喜名 有香  

12 012880 フリー 喜名 有香 6-4 儀間 仁 [2]

010052 Shot 眞榮城 進一  小林 弥生

13 008083 Shot 仲村 桜子 玉城 善章 6-3

006763 チームK 玉城 善章 金城 美佐江  

14 006764 チームK 金城 美佐江 6-2 儀間 仁 [2]

014206 NTC 上原 一行  小林 弥生

15 014217 フリー 佐久川 恭乃 儀間 仁 [2] 6-1

005451 Gachinko 儀間 仁 [2] 小林 弥生  

16 008028 Freedom 小林 弥生 6-1
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007692 T.T.T. 天野 雄介

1 008034 ロイヤル 徳永 成子 天野 雄介

   徳永 成子

2   Bye 1  天野 雄介

005735 浦崎 直毅  徳永 成子

3 006154 チームソレイユ 浦崎 夏子 浦添 朝紀 6-1

004860 毎日テニスクラブ 浦添 朝紀 瀬良垣 美賀  

4 008060 グッピー 瀬良垣 美賀 6-3 天野 雄介

013833 フリー 當間 大悟  徳永 成子

5 014213 フリー 當間 茜 都倉 稔 7-5

006134 HEMTEC 都倉 稔 平良 聡美  

6 005462 HEMTEC 平良 聡美 6-2 神谷 保

004743 ウッディーズ 神谷 保  稲福 麻衣子

7 011797 グロリオサ 稲福 麻衣子 神谷 保 6-4

008522 日渡ブートキャンプ 北原 邦彦 稲福 麻衣子  

8 004663 日渡ブートキャンプ 宮地 弘美 6-4 天野 雄介

009759 ウッティーズ 川満 多己雄  徳永 成子

9 004883 グロリオサ 小嶺 裕子 川満 多己雄 6-2

   小嶺 裕子  

10   Bye 3  川満 多己雄

006088 げんき歯科 上原 直  小嶺 裕子

11 004245 ライオンズ 森 純子 上原 直 6-4

008545 フリー 比嘉 成人 森 純子  

12 010883 TCμ 知念 美和 6-2 平良 悟

013951 チームK 比嘉 勇希  仲本 典子

13 004520 チームK 嘉数 三代 平良 悟 6-3

004549 大同火災 平良 悟 仲本 典子  

14 004822 プロバンス 仲本 典子 6-0 平良 悟

    仲本 典子

15   Bye 5 奥平 響 6-3

011619 グッピー 奥平 響 矢野 淳子  

16 011889 スカーレット 矢野 淳子  天野 雄介

009233 SSS 田村 一郎  徳永 成子

17 004550 いちごクラブ 嵩西 園子 田村 一郎 w.o.

010349 かもくの夜 伊佐 真吾 嵩西 園子  

18 013179 あっちゃんず軍団 金城 麻美 6-2 高江洲 義智

008605 首里森庭球倶楽部 高江洲 義智  宜保 さやか

19 011524 首里森庭球倶楽部 宜保 さやか 高江洲 義智 6-1

009667 TTT 黒木 真琴 宜保 さやか  

20 004641 TCμ 太田 かおり 6-2 渡名喜 庸市

004493 フリー 渡名喜 庸市  城間 春奈

21 010122 首里森庭球倶楽部 城間 春奈 渡名喜 庸市 6-0

014222 八重山テニス連盟 江村 実善 城間 春奈  

22 014224 八重山テニス連盟 玉代勢 香織 6-1 渡名喜 庸市

    城間 春奈

23   Bye 4 玉寄 十夢 6-0

004877 グッピー 玉寄 十夢 石川 智子  

24 004533 グッピー 石川 智子  屋富祖 徳充

011863 OBCOテニス部 上原 一仁  喜多 倫子

25 000562 OBCOテニス部 高江洲 麻称 佐々浪 貫氏 6-4

013202 TAPIC 佐々浪 貫氏 桃原 春美  

26 004698 ちむちむ 桃原 春美 6-1 佐々浪 貫氏

002594 グッピー 郁 雄真  桃原 春美

27 008650 フリーダム 鎌田 美奈子 郁 雄真 6-1

006872 マワシゲリ 金城 光秀 鎌田 美奈子  

28 010131 チームソレイユ 新垣 和美 6-0 屋富祖 徳充

000113 ワープ 上原 弘敬  喜多 倫子

29 000475 フリー 石川 由真 上原 弘敬 7-6(3)

004619 GSK 細川 浩司 石川 由真  

30 010121 GSK 神里 奈津美 7-5 屋富祖 徳充

    喜多 倫子

31   Bye 2 屋富祖 徳充 6-4

011963 サザンストーン 屋富祖 徳充 喜多 倫子  

32 010710 フリー 喜多 倫子  
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003578 那覇ローンテニスクラブ 金城 義行

1 006294 那覇ローンテニスクラブ 嘉数 朝子 金城 義行

   嘉数 朝子 上原 秀樹 上原 秀樹

2   Bye 1  伊波 幸広 新垣 由梨乃 新垣 由梨乃

011908 TCμ 玻座真 博明  大城 文乃 具志堅 恵治 6-4

3 011909 TCμ 玻座真 比路美 伊波 幸広 7-5 渡真利 美幸

009713 首里森庭球倶楽部 伊波 幸広 大城 文乃  

4 011526 首里森庭球倶楽部 大城 文乃 6-3 奥濱 真一

004251 六期会 奥濱 真一  宮城 和美

5 004563 六期会 宮城 和美 奥濱 真一 6-0

012000 HTJ 城間 郁男 宮城 和美  

6 012878 HTJ 金城 由佳理 6-0 奥濱 真一

006080 TRY 許田 重明  宮城 和美

7 006084 TF 許田 信子 許田 重明 6-0

008466 M&M 國吉 真栄 許田 信子  

8 004820 M&M 新井 左織 6-3 奥濱 真一

013177 OBCOテニス部 照屋 信斗  宮城 和美

9 013178 OBCOテニス部 前木 紫乃 照屋 信斗 6-1

   前木 紫乃  

10   Bye 9  鈴木 裕之

005805 M&M 鈴木 裕之  島本 和代

11 004674 TCμ 島本 和代 鈴木 裕之 6-4

004250 0-40 又吉 弘 島本 和代  

12 013188 とくいち 又吉 章子 6-2 嘉陽 弘光

004185 アヴァンティ庭球倶楽部 嘉陽 弘光  宮城 弘子

13 004752 プロバンス 宮城 弘子 嘉陽 弘光 7-5

011910 OBCOテニス部 橋本 浩 宮城 弘子  

14 011911 OBCOテニス部 橋本 直子 6-1 嘉陽 弘光

    宮城 弘子

15   Bye 7 大手 基弘 6-4

007765 高カロリーズ 大手 基弘 當山 田岐子  

16 010116 スーン 當山 田岐子  上原 秀樹

014219 博多めんたい 萩尾 達也  新垣 由梨乃

17 014218 チャレンジ 當眞 裕美子 萩尾 達也 6-2

   當眞 裕美子  

18   Bye 3  渡嘉敷 義浩

012972 首里森庭球倶楽部 國仲 永晃  大城 明美

19 011531 ATクラブ 呉屋 那々子 渡嘉敷 義浩 6-2

003558 那覇ローンテニスクラブ 渡嘉敷 義浩 大城 明美  

20 003554 那覇ローンテニスクラブ 大城 明美 6-0 渡嘉敷 義浩

013175 ウエンズ 岩田 浩輝  大城 明美

21 004662 TCμ 相羽 美紗子 砂川 隆治 6-4

006571 フリー 砂川 隆治 高良 道子  

22 004819 チームわくがわ 高良 道子 6-3 砂川 隆治

012895 NANJOY 菊沢 敦  高良 道子

23 012868 NANJOY 菊沢 幸子 伊藤 大作 6-1

011869 OBCOテニス部 伊藤 大作 上地 陽子  

24 011882 OBCOテニス部 上地 陽子 7-6(3) 上原 秀樹

010268 TCμ 神里 要  新垣 由梨乃

25 010254 TCμ 宮城 由紀 伊﨑 義彦 6-1

014207 陸自那覇 伊﨑 義彦 高嶋 なぎさ  

26 009782 陸自那覇 高嶋 なぎさ 7-6(5) 上原 秀樹

004080 フリー 上原 秀樹  新垣 由梨乃

27 004963 MOVE 新垣 由梨乃 上原 秀樹 6-0

010827 チャンス 玉城 竜二 新垣 由梨乃  

28 013187 チャンス 川満 めぐみ 6-1 上原 秀樹

011842 OPC 木村 貴宏  新垣 由梨乃

29 009739 OPC 砂川 愛香 木村 貴宏 7-6(1)

003208 一球会 名城 綱基 砂川 愛香  

30 011848 南徳Tc 田村 ゆかり 6-2 木村 貴宏

    砂川 愛香

31   Bye 5 儀保 健蔵 6-2

007552 首里森庭球倶楽部 儀保 健蔵 儀保 ゆかり  

32 012502 TCμ 儀保 ゆかり  

　決　勝　戦
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004398 ウエンズ 下地 隆  

33 006177 スーン 下地 孝子 下地 隆

   下地 孝子

34   Bye 6  下地 隆

012873 HEMTEC 池口 明男  下地 孝子

35 014203 HEMTEC 吉田 倫恵 池口 明男 6-1

011511 TCμ 田中 毅 吉田 倫恵  

36 010127 TCμ 宇良 かやの 6-0 下地 隆

012934 那覇ローンテニスクラブ 西條 正美  下地 孝子

37 003559 那覇ローンテニスクラブ 与那覇 ヨシ子 西條 正美 7-5

006205 遊美 高良 敏男 与那覇 ヨシ子  

38 004741 チームわくがわ 長嶺 厚音 6-0 西條 正美

014211 テレコム沖縄テニスクラブ 斉藤 友之  与那覇 ヨシ子

39 014212 テレコム沖縄テニスクラブ 島 有何 Christopher Pono Mastin 6-4

014022 Happiness OKTC TEAM Christopher Pono Mastin Olivia Farias  

40 014200 Happiness OKTC TEAM Olivia Farias 6-1 下地 隆

011880 マーブ倶楽部 金城 良和  下地 孝子

41 011617 マーブ倶楽部 前川 末美 金城 良和 6-4

011866 OBCOテニス部 前森 要 前川 末美  

42 011867 OBCOテニス部 前森 薫 6-2 金城 良和

006317 TCμ 瑞慶覧 達成  前川 末美

43 013637 TCμ 須田 真美子 佐藤 友之 6-4

010831 一球会 佐藤 友之 大嶋 弘美  

44 002952 いちごクラブ 大嶋 弘美 6-1 原 篤史

010146 チャンス 原 篤史  比嘉 杏里

45 013823 チャンス 比嘉 杏里 原 篤史 6-2

006748 テニスラウンジ糸満 小柳 邦彦 比嘉 杏里  

46 013990 TCμ 佐々木 辰美 6-2 原 篤史

    比嘉 杏里

47   Bye 4 安里 英理 6-2

002729 フリー 安里 英理 安里 千春  

48 010147 TCμ 安里 千春  具志堅 恵治

006751 ウェーデルンTC 照屋 和幸  渡真利 美幸

49 011578 TRY 田中 由美子 照屋 和幸 6-3

   田中 由美子  

50   Bye 8  照屋 貴博

005767 クラウディー 大湾 朝明  照屋 奈美

51 004740 チームわくがわ 我謝 より子 照屋 貴博 w.o.

010135 首里森庭球倶楽部 照屋 貴博 照屋 奈美  

52 014191 teamぴぃやん 照屋 奈美 6-1 小波津 和宗

008471 レジェンド 山田 義久  小波津 貴子

53 008474 レジェンド 村口 恵 山田 義久 6-4

013978 TCμ 石毛 大海 村口 恵  

54 013953 NANJOY 恩田 眞弓 6-3 小波津 和宗

004924 FTC 小波津 和宗  小波津 貴子

55 004618 いちごクラブ 小波津 貴子 小波津 和宗 7-5

014138 OBCOテニス部 長田 圭大郎 小波津 貴子  

56 011874 OBCOテニス部 平良 一恵 6-0 具志堅 恵治

013358 チャンス 浜川 慎一  渡真利 美幸

57 010143 チャンス 上原 しのぶ 永野 光男 7-6(9)

012891 HEMTEC 永野 光男 田端 由布子  

58 014204 HEMTEC 田端 由布子 6-1 神里 明

014193 ルネサンス 田中 斎  神里 八重子

59 014192 ルネサンス 西川 千保 神里 明 6-4

013158 HTJ 神里 明 神里 八重子  

60 012904 HTJ 神里 八重子 6-2 具志堅 恵治

006072 木漫TC 具志堅 恵治  渡真利 美幸

61 006299 TCμ 渡真利 美幸 具志堅 恵治 6-1

010797 アヴァンティ庭球倶楽部 比嘉 哲二 渡真利 美幸  

62 003555 TTT 長嶺 朋子 6-1 具志堅 恵治

    渡真利 美幸

63   Bye 2 多良間 英明 6-1

011862 OBCOテニス部 多良間 英明 金井 千栄美  

64 012909 OBCOテニス部 金井 千栄美  


