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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 009548 美東小学校 喜久川 楓 中村 勇槻 [1] 

   喜久川 楓 

2   Bye 1  中村 勇槻 [1] 

012592 真地小学校 下地 浩太郎  喜久川 楓 

3 013228 識名TS少年団 山川 倖和 小浜 守大郎 8-1  

010945 GenTS 小浜 守大郎 植村 大河  

4 010373 GenTS 植村 大河 8-1  中村 勇槻 [1] 

008664 ユニバーサル 大城 優心 [3/4]  喜久川 楓 

5 011597 小禄TS 少年団 與那嶺 陽生 大城 優心 [3/4] 8-0  

   與那嶺 陽生  

6   Bye 3  大城 優心 [3/4] 

012942 PHT 仲村 康希  與那嶺 陽生 

7 013373 PHT 新川 結也 仲村 康希 8-0  

   新川 結也  

8   Bye 5  中村 勇槻 [1] 

012675 OSTT 国吉 真弦  喜久川 楓 

9 011633 OSTT 徳海 宏祐 国吉 真弦 8-3  

013382 PHT 嘉手苅 拓未 徳海 宏祐  

10 013511 PHT 大山 拓真 8-6  比嘉 惇壬定 [3/4] 

    比嘉 輝 

11   Bye 4 比嘉 惇壬定 [3/4] 8-2  

010950 AアスリートD美里小 比嘉 惇壬定 [3/4] 比嘉 輝  

12 010365 大道小学校 比嘉 輝  内川 大二朗 

010239 JINjr 内川 大二朗  吉川 亮佑 

13 011583 eクラブ 吉川 亮佑 内川 大二朗 8-3  

014391 豊崎小学校 次呂久 由恭 吉川 亮佑  

14 014448 豊崎小学校 玉城 一葉 8-1  内川 大二朗 

    吉川 亮佑 

15   Bye 2 日渡 翔己 [2] 8-3  

009793 TCμ 日渡 翔己 [2] 盛島 響希  

16 011212 TCμ 盛島 響希  

   

  

Ｕ１２ＢＤ（３位決定戦）
選手登録番号 所属団体 

008664 ユニバーサル 大城 優心 [3/4] 

5 011597 小禄TS 少年団 與那嶺 陽生 大城 優心 [3/4] 

010950 AアスリートD美里小 比嘉 惇壬定 [3/4] 與那嶺 陽生 

12 010365 大道小学校 比嘉 輝 8-4



2018ダンロップジュニアテニス大会

Ｕ１４ＢＤ
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

008089 TCμ 宮里 琉星 [1] 

1 002713 チャレンジ 我謝 慎 宮里 琉星 [1] 

   我謝 慎 

2   Bye 1  宮里 琉星 [1] 

010240 読谷小学校 具志堅 晴輝  我謝 慎 

3 011714 中原小学校 藤井 拓人 具志堅 晴輝 8-0  

   藤井 拓人  

4   Bye 8  宮里 琉星 [1] 

004795 ロイヤルTE 仲間 望 [3/4]  我謝 慎 

5 008663 ユニバーサル 大城 琉翔 仲間 望 [3/4] 8-4  

   大城 琉翔  

6   Bye 3  仲間 望 [3/4] 

012222 天妃小学校 伊是名 和樹  大城 琉翔 

7 007970 城北小学校 大城 達希 オーフィールド 昇 8-4  

011298 STEP オーフィールド 昇 富髙 包音  

8 012038 首里森庭球倶楽部 富髙 包音 8-3  宮里 琉星 [1] 

009344 中原小学校 澤岻 匠也  我謝 慎 

9 010383 宮里小学校 立津 陽向 盛島 光瑠 8-2  

006866 TCμ 盛島 光瑠 福地 佑貴  

10 007475 ロイヤルTE 福地 佑貴 8-3  盛島 光瑠 

    福地 佑貴 

11   Bye 4 仲井間 宗琉 [3/4] 8-6  

013398 真志喜中学校 仲井間 宗琉 [3/4] 高江洲 義朗  

12 010593 コザ中学校 高江洲 義朗  大城 盛弥 [2] 

    田口 慎太郎 

13   Bye 7 呉屋 優毅 8-2  

011054 PHT 呉屋 優毅 金城 朝夢  

14 006971 PHT 金城 朝夢  大城 盛弥 [2] 

    田口 慎太郎 

15   Bye 2 大城 盛弥 [2] 8-3  

005314 首里中学校 大城 盛弥 [2] 田口 慎太郎  

16 006871 TCμ 田口 慎太郎  

   

  

Ｕ１4ＢＤ（３位決定戦）
選手登録番号 所属団体 

004795 ロイヤルTE 仲間 望 [3/4] 

5 008663 ユニバーサル 大城 琉翔 仲間 望 [3/4] 

006866 TCμ 盛島 光瑠 大城 琉翔 

10 007475 ロイヤルTE 福地 佑貴 8-4
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

003525 首里森庭球倶楽部 佐久間 叶和 [1] 

1 005865 チャレンジ 谷口 結風 佐久間 叶和 [1] 

   谷口 結風 24 大城・山城

2   Bye 1  佐久間 叶和 [1] W.O

014411 チャレンジ 富田 清弥  谷口 結風 

3 013799 チャレンジ 渡名喜 想太 喜屋武 一心 8-5  

007621 リアライズ 喜屋武 一心 坂本 聖弥  

4 012695 リアライズ 坂本 聖弥 8-3  佐久間 叶和 [1] 

011937 西原中学校 新垣 翔大  谷口 結風 

5 011929 西原中学校 有田 翔 新垣 翔大 8-3  

012510 名護中学校 村重 空 有田 翔  

6 011336 名護中学校 松田 清吾 8-2  新垣 翔大 

007946 沖縄尚学中学校 宮城 麟之介  有田 翔 

7 012685 美里中学校 米須 光清 呉屋 智輝 [5/8] 8-4  

012082 真志喜中学校 呉屋 智輝 [5/8] 街 一颯  

8 009463 真志喜中学校 街 一颯 8-3  岸本 貴陽 [3/4] 

006007 名護高校 岸本 貴陽 [3/4]  神里 誓大 

9 002538 興南高校 神里 誓大 岸本 貴陽 [3/4] 8-2  

014640 石川中学校 島袋 十輝 神里 誓大  

10 013563 石川中学校 澁谷 亮平 w.o. 岸本 貴陽 [3/4] 

013353 鏡原中学校 上原 拓也  神里 誓大 

11 013786 鏡原中学校 平良 栄士 上原 維吹 8-0  

007854 西崎中学校 上原 維吹 川満 勇輝  

12 007866 西崎中学校 川満 勇輝 8-2  岸本 貴陽 [3/4] 

013745 琉大附属中学校 安田 海琉  神里 誓大 

13 013287 琉大附属中学校 嶺井 祥吏 与那嶺 千翔 8-0  

013589 首里中学校 与那嶺 千翔 玉城 佑斗  

14 013461 首里中学校 玉城 佑斗 8-4  仲本 欣平 [5/8] 

008137 潮平中学校 上原 龍之介  照屋 朝太 

15 014372 潮平中学校 東内原 倫樹 仲本 欣平 [5/8] 8-0  

006923 Rise TC 仲本 欣平 [5/8] 照屋 朝太  

16 005051 Rise TC 照屋 朝太 8-2  岸本 貴陽 [3/4] 

011016 浦添高校 伊佐 隆正 [5/8]  神里 誓大 

17 009492 西原ジュニア 宮城 洸弥 伊佐 隆正 [5/8] 6-2 6-3  

014373 首里中学校 小谷 涼雅 宮城 洸弥  

18 013615 首里中学校 若山 大晴 8-0  伊佐 隆正 [5/8] 

010705 高江洲中学校 平良 翔太郎  宮城 洸弥 

19 014351 高江洲中学校 比嘉 拳恩 傳道 将司 8-3  

008186 チャレンジ 傳道 将司 大城 晟  

20 010362 チャレンジ 大城 晟 8-4  大城 盛晃 [3/4] 

012713 港川中学校 並里 拓人  山城 慶大 

21 011996 港川中学校 當間 重央 友利 文彰 9-7  

006252 沖縄尚学中学校 友利 文彰 大城 希勢貴  

22 013085 沖縄尚学中学校 大城 希勢貴  大城 盛晃 [3/4] 

012611 名護中学校 仲程 詠都  山城 慶大 

23 012605 名護中学校 運天 朝大 大城 盛晃 [3/4] 8-5  

003527 首里中学校 大城 盛晃 [3/4] 山城 慶大  

24 009732 首里中学校 山城 慶大 8-0  上里 慈和 [2] 

012183 GenTS 安里 和真 [5/8]  荻堂 公史郎 

25 011604 GenTS 比嘉 優稀 安里 和真 [5/8] 8-3  

009805 真志喜中学校 伊佐 一澄 比嘉 優稀  

26 012770 真志喜中学校 呉屋 香太朗 8-0  安里 和真 [5/8] 

012563 名護中学校　 仲松 隆巳  比嘉 優稀 

27 012599 名護中学校 砂川 愛翔 吉永 太陽 8-2  

013579 真志喜中学校 吉永 太陽 東 暖士  

28 012208 真志喜中学校 東 暖士 w.o. 上里 慈和 [2] 

012156 真志喜中学校 嘉味田 尚也  荻堂 公史郎 

29 012676 真志喜中学校 宮城 楓也 嘉味田 尚也 8-0  

013220 宜野湾中学校 我謝 大樹 宮城 楓也  

30 013229 宜野湾中学校 知念 和紀 8-0  上里 慈和 [2] 

013352 鏡原中学校 屋冨祖 大騎  荻堂 公史郎 

31 013757 鏡原中学校 高良 佳史 上里 慈和 [2] 8-0  

003879 沖縄尚学中学校 上里 慈和 [2] 荻堂 公史郎  

32 003523 PHT首里中 荻堂 公史郎 8-2  

　３位決定戦　

平成３０年９月１７日（月祝）県総合運動公園テニスコート　受付８：３０～８：５０

1 佐久間・谷口

24 大城・山城


