
オープンクラス 初級クラス ３５才 ４５才 ５５才 ６５才 ７０才 オープンクラス 初級クラス ３５才 ４５才 ５５才 ６５才

2005 照屋兼司 デロー・バーン 那須　一 安次嶺昌紀 - 蔵本幸一 羽地朝治 井藤京子 知念幸子 宮城佳代 入谷砂知子 - -

平成１７年度 島袋祐士 金城俊郎 渡久地学 上原弘道 - 浦添朝紀 山岸洋一 諸見里望 安里郁恵 中山明美 仲間美津江 - -

2006 石川温貴 筧　英二 嶺井靖之 那須　一 大城清司 - 玉那覇有紀 田川真利子 照喜名涼子 上江洌美智子 入谷砂知子 - -

平成１８年度 我喜屋司 仲間　豊 久志康浩 宮城博行 瀬名波進 - 大田朝章 柚木崎由奈 源河さつき 井藤京子 仲間美津江 - -

2007 神谷航 菅　敏晃 金城宏也 福里　剛 赤平　保 - 当間文宜 松野いずみ 富山悦子 上江洌美智子 比嘉和美 - -

平成１９年度 木下雄次郎 山下智也 渡慶次勝次 玉義久 浦添朝紀 - 仲間時男 新垣智愛里 角谷有希子 井藤京子 友寄貞子 - -

2008 平良和己 尾関正紀 藤木敏也 福里　剛 平良　悟 - - 柚木崎由奈 入江和子 米田美智子 大浅田セツ子 - -

平成20年度 田川岳愛 宮城年男 比嘉健二 玉城義久 上妻秀文 - - 諸見里望 小坂真子 中山明美 西田悦子 - -

2009 源河　朝哉 池原　匡 上江洌　学 那須　一 浦添朝紀 - 新垣　貞彦 松野いずみ 小河　美南 上江洌美智子 立津　和代 - -

平成2１年度 古謝　良博 伊沢　伸悟 湧川　重智 井上　紳次 赤平　保 - 伊芸　正雄 新垣智愛里 大塚　聡代 井藤京子 大城　恵美子 - -

オープンクラス 中級クラス 初級クラス ３５才 ４５才 ５５才 ６５才 オープンクラス 中級クラス 初級クラス ３５才 ４５才 ５５才

2010 宮城　陵太 高江州　真也 中村　保 上江洌　学 譜久村　裕司 安次嶺　昌記 - 仲村　利沙 永原　炎 池原　亜由美 上江洌　美智子 上妻　葉子 -

平成22年度 玉城　翔平 金城　清久 浦崎　直毅 湧川　重智 宮城　和成 嵩原　正人 - 久貝　美瑠希 喜屋武　忍 与那覇　まゆみ 米田　美智子 佐藤　しのぶ -

2011 久貝　太一 那須　一 比嘉　正孝 上江洌　学 島袋　正史 湧田　森明 - 牛迫　玲菜 池原　純恵 崎浜　美智枝 上江洌　美智子 宮脇　みどり -

平成23年度 玉城　翔平 松浦　孝志 神谷　保 湧川　重智 津波古　直也 玉城　義久 - 平田　詩乃 照屋　智美 野村　美佐子 米田　美智子 西田　悦子 -

2012 川畑　将明 眞喜志　康太 大久保　洋 仲宗根　学 田中　俊憲 上原　敏則 - 兼次　奈々 太田　真葵子 上原　理絵 松浦　明子 仲間　美津江 -

平成24年度 宮野　恭平 渡名喜　庸市 上原　一正 照屋　兼司 上原　直 金城　隆夫 - 諸見里　望 大城　ちとせ 梅村　勝子 井藤　京子 入谷　砂知子 -

2013 玉城　翔平 伊佐　拓司 又吉　政弘 新垣　基 田中　俊憲 大城　清司 - 諸見里　望 玉城　千春 石川　智子 上江洌　美智子 松本　三千代 -

平成25年度 宮城　陵太 與那覇　景 比嘉　達也 照屋　兼司 上原　直 新門　貞雄 - 幸喜　愛加里 新川　睦子 瀬良垣　美賀 崎原　涼子 宮城　エツ子 -

2014 真名井　響 石村　幸慎 寺尾　和彦 真境名　啓 浦崎　薫 湧田　森明 - 諸見里　望 喜納　ひとみ 名嘉　秋子 長田　香代子 松本　三千代 -

平成26年度 上野　健吾 比嘉　健太 伊藤　秋彦 照屋　兼司 比嘉　健 玉城　義久 - 喜納　愛加里 上妻　葉子 細川　啓子 儀間　真紀 宮城　エツ子 -

2015 奈良美輝 村田正将 比嘉祐二 伊吉明 目取眞興鉄 浦崎薫 - 小濱祐奈 鉢嶺結 許田信子 井藤京子 末吉政子 -

平成27年度 萩原由法 依光洋平 平田直也 儀間仁 玉那覇浩 比嘉健 - 仲村利沙 大山桃 玉城りん子 道下薫 石垣富子 -

2016 名嘉眞 翼 仲村渠 諒 嶺井 靖之 渡慶次 勝次 佐伯 進 比嘉 健 - 下里 梨紗 浦崎 利菜子 喜名 有香 井藤 京子 末吉 政子 -

平成28年度 富永 健司 喜友名 和人 金城 俊郎 湧川 重智 津波古 直也 浦崎 薫 - 新垣 貴実子 浦崎 結子 浦崎 千尋 道下 薫 石垣 富子 -

2017 名嘉眞 翼 安里 智樹 宮平 一輝 仲眞 亮 久志 安浩 嘉手納 良博 慶田 喜則 新垣 貴実子 比嘉 奈々絵 宮城 弘子 井藤 京子 池谷 小百合 仲間 美津江

平成29年度 萩原 由法 照喜名 朝英 與那城 章一 金城 成章 嶺井 靖之 新垣 富士男 渡嘉敷 義浩 當真 ふじの 長田 香代子 長嶺 朋子 道下 薫 湧川 志子 入谷 砂知子

2018 - -

平成30年度 - -
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