
平成30年度夏季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 007983 チャレンジ 宮城 麻由 嘉数 ちひろ [1] 

   宮城 麻由 

2   Bye 1  嘉数 ちひろ [1] 

012715 首里森庭球倶楽部 亀川 百花  宮城 麻由 

3 012677 西原ジュニア 仲宗根 琴音 嘉数 琉花 8-0  

011584 首里森庭球倶楽部 嘉数 琉花 宇良 妃織  

4 010177 田場小学校 宇良 妃織 8-5  宇都宮 早絵 [2] 

012688 首里森庭球倶楽部 松代 奈海  渡久地 杜生 

5 011944 CLUB DPA☆沖縄 比嘉 桜実 松代 奈海 8-3  

012779 PHT 保久盛 新菜 比嘉 桜実  

6 012746 PHT 呉屋 有紀奈 8-0  宇都宮 早絵 [2] 

    渡久地 杜生 

7   Bye 2 宇都宮 早絵 [2] 8-3  

010371 TCμ 宇都宮 早絵 [2] 渡久地 杜生  

8 010946 GenTS 渡久地 杜生  

   

  

平成３０年８月５日(日)奥武山公園テニスコート：受付８：３０～８：５０



平成30年度夏季ジュニアテニス大会

U14GD（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 

013423 琉大附属中学校 崎原 琉花 [1] 

1 006202 琉大附属中学校 池間 美南 崎原 琉花 [1] 

   池間 美南 熊野 智花 熊野 智花

2   Bye 1  崎原 琉花 [1] 當眞 寧菜 當眞 寧菜 

014297 西原中学校 大濵 咲希  池間 美南 儀保 真里 8-1  

3 014298 西原中学校 澤岻 花音 仲田 帆七 8-0  植村 青澄

013731 首里中学校 仲田 帆七 金城 そら  

4 013679 首里中学校 金城 そら 8-3  熊野 智花 [9/16] 

014300 西原中学校 堀川 和希  當眞 寧菜 

5 014301 西原中学校 砂川 梨李 稲田 胡桃 8-4  

013858 琉大附属中学校 稲田 胡桃 高良 汐  

6 014272 琉大附属中学校 高良 汐 8-2  熊野 智花 [9/16] 

    當眞 寧菜 

7   Bye 15 熊野 智花 [9/16] 8-0  

006251 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ/沖縄尚学中 熊野 智花 [9/16] 當眞 寧菜  

8 007082 チャレンジ 當眞 寧菜  熊野 智花 [9/16] 

013495 潮平中学校 吉門 妃花梨 [9/16]  當眞 寧菜 

9 010969 潮平中学校 喜瀬 愛莉香 吉門 妃花梨 [9/16] 9-8(2)  

   喜瀬 愛莉香  

10   Bye 9  城間 かれん 

008267 浦西中学校 仲村 和呼  安谷屋 鈴奈 

11 010773 首里中学校 生盛 来実 城間 かれん 8-3  

013873 佐敷中学校 城間 かれん 安谷屋 鈴奈  

12 013866 佐敷中学校 安谷屋 鈴奈 8-2  具志 菜々子 [5/8] 

    具志 萌々子 

13   Bye 25 奥浜 明里 8-0  

013636 伊良波中学校 奥浜 明里 金城 香穂  

14 013642 伊良波中学校 金城 香穂  具志 菜々子 [5/8] 

    具志 萌々子 

15   Bye 7 具志 菜々子 [5/8] 8-1  

011571 小禄中学校 具志 菜々子 [5/8] 具志 萌々子  

16 011570 小禄中学校 具志 萌々子  熊野 智花 [9/16] 

006217 石田中学校 嘉数 桜菜 [3/4]  當眞 寧菜 

17 010286 石田中学校 村山 響 嘉数 桜菜 [3/4] 8-3  

   村山 響  

18   Bye 3  嘉数 桜菜 [3/4] 

008957 沖縄尚学中学校 金城 佐和  村山 響 

19 014486 沖縄尚学中学校 饒波 あずさ 金城 佐和 8-0  

014458 桑江中学校 永井 陽菜 饒波 あずさ  

20 014225 桑江中学校 西尾 芽衣 8-2  嘉数 桜菜 [3/4] 

013711 沖縄東中学校 島袋 結愛  村山 響 

21 013706 沖縄東中学校 新里 希星 島袋 結愛 8-0  

013885 佐敷中学校 普天間 桃香 新里 希星  

22 013879 佐敷中学校 金城 朋夏 8-6  島袋 結愛 

    新里 希星 

23   Bye 13 下門 鈴音 [9/16] 9-7  

013496 潮平中学校 下門 鈴音 [9/16] 長嶺 心美  

24 013498 潮平中学校 長嶺 心美  田中 凜 [5/8] 

013687 首里中学校 城間 彩瑛 [9/16]  田場 響月 

25 013674 首里中学校 多嘉良 月花 城間 彩瑛 [9/16] 8-3  

   多嘉良 月花  

26   Bye 11  城間 彩瑛 [9/16] 

013066 西原中学校 石嶺 志帆  多嘉良 月花 

27 013064 西原中学校 西銘 友梨 石嶺 志帆 8-1  

   西銘 友梨  

28   Bye 21  田中 凜 [5/8] 

014440 桑江中学校 北村 姫奈  田場 響月 

29 014438 桑江中学校 山川 珠 兼濱 伽帆 8-1  

013878 佐敷中学校 兼濱 伽帆 山城 寿々花  

30 013874 佐敷中学校 山城 寿々花 8-0  田中 凜 [5/8] 

    田場 響月 

31   Bye 5 田中 凜 [5/8] 8-0  

013293 与勝中学校 田中 凜 [5/8] 田場 響月  

32 013247 与勝中学校 田場 響月  

平成３０年７月３０日(月）漫湖公園市民テニスコート　受付８：３０～８：５０

　決勝戦　



平成30年度夏季ジュニアテニス大会

U14GD（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 

013388 具志川東中学校 嵩原 愛羅 [5/8]  

33 013374 具志川東中学校 我如古 恋杏 嵩原 愛羅 [5/8] 

   我如古 恋杏 

34   Bye 6  嵩原 愛羅 [5/8] 

013712 沖縄東中学校 島袋 葵海  我如古 恋杏 

35 013713 沖縄東中学校 川平 愛菜 島袋 葵海 8-2  

   川平 愛菜  

36   Bye 27  古里 萌乃果 

010430 Scratch Jr 古里 萌乃果  松本 咲穂 

37 012628 Scratch Jr 松本 咲穂 古里 萌乃果 8-1  

014467 石田中学校 小嶺 凛 松本 咲穂  

38 013746 石田中学校 高良 萌絵 8-1  古里 萌乃果 

    松本 咲穂 

39   Bye 12 仲原 凜 [9/16] 8-0  

013765 石田中学校 仲原 凜 [9/16] 箱山 小春  

40 008949 石田中学校 箱山 小春  古里 萌乃果 

013609 小禄中学校 中澤 伊月季  松本 咲穂 

41 012625 小禄中学校 太田 千聖 中澤 伊月季 8-2  

   太田 千聖  

42   Bye 14  宮城 陽梨 

014455 桑江中学校 宮城 まな美  愛甲 鈴菜 

43 014454 桑江中学校 豊里 海月 宮城 陽梨 9-7  

013682 伊良波中学校 宮城 陽梨 愛甲 鈴菜  

44 013661 伊良波中学校 愛甲 鈴菜 8-1  下地 愛菜 [3/4] 

013735 興南中学校 平良 心結  西平 佳代 

45 013726 興南中学校 新垣 志 前里 好美 8-4  

013630 仲井真中学校 前里 好美 屋慶名 玲  

46 013627 仲井真中学校 屋慶名 玲 9-8(5)  下地 愛菜 [3/4] 

    西平 佳代 

47   Bye 4 下地 愛菜 [3/4] 8-1  

008794 港川中学校 下地 愛菜 [3/4] 西平 佳代  

48 008792 港川中学校 西平 佳代  儀保 真里 [9/16] 

009803 仲井真中学校 仲田 莉々香 [5/8]  植村 青澄 

49 013673 仲井真中学校 野原 李帆 仲田 莉々香 [5/8] 9-7  

   野原 李帆  

50   Bye 8  仲宗根 莉寿 

014280 西原中学校 光永 百花  東仲村 和香 

51 014273 西原中学校 呉屋 凜 仲宗根 莉寿 8-3  

013312 与勝中学校 仲宗根 莉寿 東仲村 和香  

52 013343 与勝中学校 東仲村 和香 8-2  儀保 真里 [9/16] 

013418 桑江中学校 清水 美鶴  植村 青澄 

53 013419 桑江中学校 茂木 稜 柴田 すず 8-1  

013685 首里中学校 柴田 すず 與儀 一乃  

54 013680 首里中学校 與儀 一乃 8-4  儀保 真里 [9/16] 

    植村 青澄 

55   Bye 10 儀保 真里 [9/16] 8-3  

013453 与勝中学校 儀保 真里 [9/16] 植村 青澄  

56 010372 GenTS 植村 青澄  儀保 真里 [9/16] 

012944 具志川東中学校 山城 萌々愛  植村 青澄 

57 013368 具志川東中学校 有銘 杏奈 山城 萌々愛 8-5  

   有銘 杏奈  

58   Bye 16  山城 萌々愛 

013677 仲井真中学校 上江洲 美羽  有銘 杏奈 

59 013652 仲井真中学校 村吉 晄 上江洲 美羽 8-0  

014472 南星中学校 寺崎 千紘 村吉 晄  

60 014415 南星中学校 翁長 花音 8-3  友寄 百茶 [2] 

    大湾 優衣 

61   Bye 31 新里 美那未 8-3  

013645 仲井真中学校 新里 美那未 泉川 琴音  

62 013641 仲井真中学校 泉川 琴音  友寄 百茶 [2] 

    大湾 優衣 

63   Bye 2 友寄 百茶 [2] 8-0  

009462 石田中学校 友寄 百茶 [2] 大湾 優衣  

64 005015 石田中学校 大湾 優衣  

平成３０年７月３０日(月）漫湖公園市民テニスコート　受付８：３０～８：５０



平成30年度夏季ジュニアテニス大会

U16GD（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 

007824 GenTS 大城 由衣菜 [1] 

1 005915 GenTS 廣渡 澪 大城 由衣菜 [1] 

   廣渡 澪 中里 遥[9/16] 新城 英万 [2] 

2   Bye 1  大城 由衣菜 [1] 山田 梨々花 比嘉 美徳 

011660 読谷高校 与那覇 朱里  廣渡 澪 新城 英万 [2] 8-3  

3 011102 読谷高校 西銘 櫻子 与那覇 朱里 8-0  比嘉 美徳 

   西銘 櫻子  

4   Bye 32  大城 由衣菜 [1] 

014429 陽明高校 大城 愛理  廣渡 澪 

5 014431(9012215) 陽明高校 大城 莉己 仲里 佳夏 8-0  

014417 西原高校 仲里 佳夏 吉田 海梨  

6 011229 西原高校 吉田 海梨 8-6  渡久地 美優 

    福地 美咲 

7   Bye 15 渡久地 美優 8-2  

014378 普天間高校 渡久地 美優 福地 美咲  

8 014406 普天間高校 福地 美咲  大城 由衣菜 [1] 

012585 具志川東中学校 古波蔵 妃南 [9/16]  廣渡 澪 

9 012595 具志川東中学校 玉元 こころ 古波蔵 妃南 [9/16] 8-6  

   玉元 こころ  

10   Bye 9  古波蔵 妃南 [9/16] 

014412 那覇西高校 中島 さくら  玉元 こころ 

11 014383 那覇西高校 平田 琴乃 中島 さくら 8-0  

   平田 琴乃  

12   Bye 24  大城 澄怜 [5/8] 

    神 和圭菜 

13   Bye 25 濱田 かさね 8-1  

010906 開邦高校 濱田 かさね 野村 南実  

14 010988 開邦高校 野村 南実  大城 澄怜 [5/8] 

    神 和圭菜 

15   Bye 7 大城 澄怜 [5/8] 8-2  

010320 小禄高校 大城 澄怜 [5/8] 神 和圭菜  

16 011139 小禄高校 神 和圭菜  中里 遥 [9/16] 

012523 Jinjr 島崎 さくら [3/4]  山田 梨々花 

17 009466 GenTS 渡久地 凛音 島崎 さくら [3/4] 8-6  

   渡久地 凛音  

18   Bye 3  島崎 さくら [3/4] 

012649 西原中学校 安村 玲奈  渡久地 凛音 

19 012650 西原中学校 根間 美空 安村 玲奈 8-1  

   根間 美空  

20   Bye 29  島崎 さくら [3/4] 

    渡久地 凛音 

21   Bye 20 兼久 智聖 8-3  

013441 具志川高校 兼久 智聖 安次富 さくら  

22 014452 具志川高校 安次富 さくら  田口 夏来 [9/16] 

    豊里 知大 

23   Bye 13 田口 夏来 [9/16] 8-1  

006870 潮平中学校 田口 夏来 [9/16] 豊里 知大  

24 009529 豊見城中学校 豊里 知大  中里 遥 [9/16] 

010245 コザ高校 中里 遥 [9/16]  山田 梨々花 

25 010222 球陽高校 山田 梨々花 中里 遥 [9/16] 8-5  

   山田 梨々花  

26   Bye 11  中里 遥 [9/16] 

013037 具志川高校 新垣 美琉  山田 梨々花 

27 014436 具志川高校 眞喜志 和奏 新垣 美琉 8-0  

   眞喜志 和奏  

28   Bye 21  中里 遥 [9/16] 

    山田 梨々花 

29   Bye 28 伊波 果琳 8-1  

014490 浦添高校 伊波 果琳 赤嶺 香鳴  

30 014493 浦添高校 赤嶺 香鳴  照屋 美琴 [5/8] 

    金城 あかり 

31   Bye 5 照屋 美琴 [5/8] 8-0  

009761 首里中学校 照屋 美琴 [5/8] 金城 あかり  

32 003929 首里中学校 金城 あかり  

平成３０年７月３０日(月）漫湖公園市民テニスコート　受付１１：００～１１：３０

　決勝戦　



平成30年度夏季ジュニアテニス大会

U16GD（２）
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 

010564 石川高校 宇座 杏音 [5/8]  

33 010559 具志川高校 稲福 葵南 宇座 杏音 [5/8] 

   稲福 葵南 

34   Bye 6  宇座 杏音 [5/8] 

013926 古堅中学校 島袋 愛子  稲福 葵南 

35 013643 古堅中学校 池原 百花 島袋 愛子 9-8(5)  

   池原 百花  

36   Bye 27  上原 未来 

    神里 琴音 

37   Bye 22 下門 海南 8-0  

012117 潮平中学校 下門 海南 神山 栞  

38 012118 潮平中学校 神山 栞  上原 未来 

    神里 琴音 

39   Bye 12 上原 未来 8-0  

006199 鏡原中学校 上原 未来 神里 琴音  

40 009716 南星中学校 神里 琴音  山内 キラリ [3/4] 

012594 球陽高校 仲宗根 羽七  知念 利音 

41 007694 球陽高校 大城 百楽 仲宗根 羽七 8-3  

   大城 百楽  

42   Bye 14  仲宗根 羽七 

012316 興南中学校 上原 波音  大城 百楽 

43 012251 興南中学校 宮城 月姫 上原 波音 8-1  

   宮城 月姫  

44   Bye 19  山内 キラリ [3/4] 

    知念 利音 

45   Bye 30 仲里 愛花 8-2  

010907 球陽高校 仲里 愛花 崎原 涼花  

46 011482 球陽高校 崎原 涼花  山内 キラリ [3/4] 

    知念 利音 

47   Bye 4 山内 キラリ [3/4] 8-2  

010565 具志川高校 山内 キラリ [3/4] 知念 利音  

48 012586 具志川東中学校 知念 利音  新城 英万 [2] 

009025 神森中学校 上地 未穂 [5/8]  比嘉 美徳 

49 009442 神森中学校 上地 里来 上地 未穂 [5/8] 8-4  

   上地 里来  

50   Bye 8  上地 未穂 [5/8] 

010716 那覇西高校 塩田 さち  上地 里来 

51 011461 那覇西高校 大城 すずか 塩田 さち 8-4  

   大城 すずか  

52   Bye 26  川中 優香 [9/16] 

    陣内 野乃華 

53   Bye 23 屋比久 愛佳 8-6  

013068 西原中学校 屋比久 愛佳 崎原 そら  

54 013069 西原中学校 崎原 そら  川中 優香 [9/16] 

    陣内 野乃華 

55   Bye 10 川中 優香 [9/16] 8-0  

003950 コザ高校 川中 優香 [9/16] 陣内 野乃華  

56 010363 コザ高校 陣内 野乃華  新城 英万 [2] 

012613 首里中学校 中林 このか  比嘉 美徳 

57 012614 首里中学校 浦井 里織 中林 このか 8-2  

   浦井 里織  

58   Bye 16  中林 このか 

011224 西原高校 宮川 美南海  浦井 里織 

59 010771 西原高校 金城 萌音 宮川 美南海 8-0  

   金城 萌音  

60   Bye 18  新城 英万 [2] 

    比嘉 美徳 

61   Bye 31 伊集 愛加 8-0  

011400 那覇西高校 伊集 愛加 金城 美咲  

62 010545 那覇西高校 金城 美咲  新城 英万 [2] 

    比嘉 美徳 

63   Bye 2 新城 英万 [2] 8-0  

006632 琉大附属中学校 新城 英万 [2] 比嘉 美徳  

64 006227 琉大附属中学校 比嘉 美徳  
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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 Quarterfinals Semifinals Final 

000698 沖縄尚学高校 石川 さくら [1] 

1 013052 沖縄尚学高校 長濱 帆伽 石川 さくら [1] 

   長濱 帆伽 丑番 希恵 [3/4] 丑番 希恵 [3/4] 

2   Bye 1  石川 さくら [1] 山本 未来 山本 未来 

014413 知念高校 伊計 栞那  長濱 帆伽 運天 美空 [5/8] 8-4  

3 012037 知念高校 平良 萌 宮里 紗弘 8-0  金城 瑠奈

013308 首里高校 宮里 紗弘 長元 結奈  

4 009280 首里高校 長元 結奈 8-1  石川 さくら [1] 

    長濱 帆伽 

5   Bye 17 古堅 弥香子 8-0  

014115 球陽高校 古堅 弥香子 宮里 愛友香  

6 013429 球陽高校 宮里 愛友香  伊野波 美琴 

    漢那 梨沙子 

7   Bye 15 伊野波 美琴 8-2  

009195 普天間高校 伊野波 美琴 漢那 梨沙子  

8 013400 普天間高校 漢那 梨沙子  石川 さくら [1] 

009845 浦添高校 神谷 七葉 [9/16]  長濱 帆伽 

9 009945 浦添高校 野添 暁代 神谷 七葉 [9/16] 8-2  

   野添 暁代  

10   Bye 9  我喜屋 茜 

014518 与勝高校 山城 きらり  浦崎 奈緒 

11 013184 与勝高校 平安 なずな 我喜屋 茜 8-4  

003519 那覇高校 我喜屋 茜 浦崎 奈緒  

12 003510 那覇高校 浦崎 奈緒 8-1  大西 美穂 [5/8] 

    金城 梨美 

13   Bye 25 浜比嘉 咲京 8-2  

014116 球陽高校 浜比嘉 咲京 町田 咲紀  

14 014117 球陽高校 町田 咲紀  大西 美穂 [5/8] 

    金城 梨美 

15   Bye 7 大西 美穂 [5/8] 8-0  

009844 小禄高校 大西 美穂 [5/8] 金城 梨美  

16 008607 小禄高校 金城 梨美  丑番 希恵 [3/4] 

000656 沖縄尚学高校 丑番 希恵 [3/4]  山本 未来 

17 014164 沖縄尚学高校 山本 未来 丑番 希恵 [3/4] 8-3  

   山本 未来  

18   Bye 3  丑番 希恵 [3/4] 

014358 球陽高校 小橋川 真由  山本 未来 

19 014357 球陽高校 市場 優香 小橋川 真由 8-0  

   市場 優香  

20   Bye 29  丑番 希恵 [3/4] 

014348 首里高校 小渡 ゆきの  山本 未来 

21 011357 首里高校 比嘉 理留 小渡 ゆきの 8-1  

013255 陽明高校 宇江城 ほしの 比嘉 理留  

22 010669 陽明高校 平良 結愛 8-1  平川 さくら [9/16] 

    平川 桃子 

23   Bye 13 平川 さくら [9/16] 8-0  

005849 小禄高校 平川 さくら [9/16] 平川 桃子  

24 005833 石田中学校 平川 桃子  丑番 希恵 [3/4] 

013324 那覇高校 眞榮城 怜奈 [9/16]  山本 未来 

25 011724 那覇高校 豊里 倫乃 眞榮城 怜奈 [9/16] 8-2  

   豊里 倫乃  

26   Bye 11  眞榮城 怜奈 [9/16] 

014168 興南高校 普久原 美音  豊里 倫乃 

27 009649 興南高校 萩田 明日香 普久原 美音 8-0  

   萩田 明日香  

28   Bye 21  仲松 玲美 [5/8] 

    大城 叶子 

29   Bye 28 伊波 鈴菜 8-0  

014147 那覇国際高校 伊波 鈴菜 津波 花音  

30 014149 那覇国際高校 津波 花音  仲松 玲美 [5/8] 

    大城 叶子 

31   Bye 5 仲松 玲美 [5/8] 8-0  

000889 普天間高校 仲松 玲美 [5/8] 大城 叶子  

32 010537 普天間高校 大城 叶子  

平成３０年８月１日(水）漫湖公園市民テニスコート　受付８：３０～８：５０

　決勝戦　



平成30年度夏季ジュニアテニス大会

U18GD（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 

002049 那覇高校 運天 美空 [5/8]  

33 001595 小禄高校 金城 瑠奈 運天 美空 [5/8] 

   金城 瑠奈 

34   Bye 6  運天 美空 [5/8] 

014450 久米島高校 仲吉 妃菜子  金城 瑠奈 

35 014451 久米島高校 山城 里紀 仲吉 妃菜子 8-0  

   山城 里紀  

36   Bye 27  運天 美空 [5/8] 

009941 浦添高校 杉岡 未優  金城 瑠奈 

37 014491 浦添高校 比嘉 幸花 渡嘉敷 愛 8-0  

010764 小禄高校 渡嘉敷 愛 生盛 志歩  

38 005933 小禄高校 生盛 志歩 8-1  渡嘉敷 愛 

    生盛 志歩 

39   Bye 12 喜納 乙葉 [9/16] 8-3  

013284 コザ高校 喜納 乙葉 [9/16] 金城 栞  

40 009976 コザ高校 金城 栞  運天 美空 [5/8] 

002540 浦添高校 奥間 華穂 [9/16]  金城 瑠奈 

41 011280 浦添高校 赤平 実咲 奥間 華穂 [9/16] 8-2  

   赤平 実咲  

42   Bye 14  大城 亜唯梨 

010753 昭和薬科高校 奥濱 真衣花  大城 百叶 

43 014131 昭和薬科高校 新城 妃夏 大城 亜唯梨 8-0  

011376 首里高校 大城 亜唯梨 大城 百叶  

44 010973 首里高校 大城 百叶 8-2  大湾 優月 [3/4] 

    宮城 円佳 

45   Bye 30 仲間 美晴 8-3  

013387 知念高校 仲間 美晴 平原 美和子  

46 013386 知念高校 平原 美和子  大湾 優月 [3/4] 

    宮城 円佳 

47   Bye 4 大湾 優月 [3/4] 8-2  

000711 那覇国際高校 大湾 優月 [3/4] 宮城 円佳  

48 002075 首里高校 宮城 円佳  運天 美空 [5/8] 

008781 コザ高校 桑江 まりの [5/8]  金城 瑠奈 

49 009173 コザ高校 鈴木 穂乃花 桑江 まりの [5/8] 8-2  

   鈴木 穂乃花  

50   Bye 8  桑江 まりの [5/8] 

014365 那覇国際高校 喜納 清夏  鈴木 穂乃花 

51 014419 那覇国際高校 有銘 七海 喜納 清夏 8-0  

   有銘 七海  

52   Bye 26  桑江 まりの [5/8] 

009623 開邦高校 中林 咲良  鈴木 穂乃花 

53 003822 開邦高校 宮城 希凪 江洲 明咲花 8-4  

009740 首里高校 江洲 明咲花 渡久地 咲希  

54 006239 首里高校 渡久地 咲希 8-6  宮城 心 [9/16] 

    金城 いろは 

55   Bye 10 宮城 心 [9/16] 8-2  

010561 北中城高校 宮城 心 [9/16] 金城 いろは  

56 009392 北中城高校 金城 いろは  植村 美海 [2] 

009461 那覇高校 狩俣 真愛 [9/16]  渡久地 葵葉 

57 007054 那覇高校 與那嶺 瑠亜 狩俣 真愛 [9/16] 8-3  

   與那嶺 瑠亜  

58   Bye 16  又吉 奈菜 

004104 普天間高校 又吉 奈菜  尾崎 琴音 

59 009225 普天間高校 尾崎 琴音 又吉 奈菜 8-0  

   尾崎 琴音  

60   Bye 18  植村 美海 [2] 

009497 那覇高校 上原 華音  渡久地 葵葉 

61 013302 那覇高校 上里 真愛佳 上原 華音 8-3  

011658 昭和薬科高校 大村 愛実 上里 真愛佳  

62 011638 昭和薬科高校 浦崎 美也子 8-3  植村 美海 [2] 

    渡久地 葵葉 

63   Bye 2 植村 美海 [2] 8-0  

002752 コザ高校 植村 美海 [2] 渡久地 葵葉  

64 009350 コザ高校 渡久地 葵葉  
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