
〈 午前の部 〉 〈 午後の部 〉

氏　名 所　属 氏　名 所　属

カ　ナ 学年 カ　ナ 学年

上野　永遠 TCμ 石川　煌 長田小学校

ウエノ　トワ 小3 イシカワ　コウ 小4

中村　遥斗 Rise TC 日渡　連次 TCμ

ナカムラ　ハルト 幼稚園 ヒワタシ　レンジ 小2

中村　真緒 開南小学校 日渡　咲走 TCμ

ナカムラ　マオ 小3 ヒワタシ　サクト 幼稚園

石新　翔大 港川小学校 仲村　朱理 ピン・ハブ

イシアラ　ショウタ 小4 ナカムラ　アカリ 小3

石原　ちひろ 西原TS少年団 比嘉　千尋 テニスラウンジ糸満校

イシハラ　チヒロ 小4 ヒガ　チヒロ 小4

松代　紗衣 首里TS少年団 モーク　花蘭 テニスラウンジ糸満校

マツシロ　サエ 小2 モーク　カイラ 小4

島　海帆 ニライ幼児舎 仲田　莉唯 PHT

シマ　ミホ 幼稚園 なかだ　まゆ 小3

島　千紘 コザ小学校 下里　織世 沖縄市ﾃﾆｽ協会ｼﾞｭﾆｱﾚｯｽﾝ

シマ　チヒロ 小1 シモザト　リヨ 小4

比嘉　月咲 首里TS少年団 浦野　優里 AUA（J3クラス）

ヒガ　ホノリ 小1 ウラノ　ユリ 小3

仲宗根　暖日 ユニバーサル 浦野　裕真 AUA（J2クラス）

ナカソネ　ハルヒ 小4 ウラノ　ユウマ 小1

古堅　優音 TCμ 比嘉　穂華 TCμ

フルゲン　ユノ 小1 ヒガ　ホノカ 小2

浦崎　政辰 開南小学校 比嘉　凛華 TCμ

ウラサキ　マサタツ 小3 ヒガ　リンカ 幼稚園

仲村　康希 ピン・ハブ 神谷　琉斗 Rise TC

ナカムラ　コウキ 小3 カミヤ　リュウト 小1

大城　来凪 牧港小学校 喜友名　礼奈 AUA

オオシロ　ラナ 小1 キユナ　レイナ 小1

前原　大輝 テニスラウンジ糸満 中川　颯人 テニスラウンジ糸満校

マエハラ　ヒロキ 小3 ナカガワ　ソウト 幼稚園

上地　琉可 Scratch Jr 呉屋　有紀奈 PHT

ウエチ　ルカ 小4 ゴヤ　ユキナ 小3

上地　琉生 Scratch Jr 奥原　日和 AUA

ウエチ　リュウセイ 小2 オクハラ　ヒヨリ 小4

新垣　海斗 首里森庭球倶楽部 大城　政秋 城岳小学校

シンガキ　カイト 小3 オオシロ　マサアキ 小4

阿波根　佳穂 識名TS少年団 大城　正歳 城岳小学校

アハゴン　カホ 小3 オオシロ　マサトシ 小3

大山　結愛 首里TS少年団 大城　政通 城岳小学校

オオヤマ　ユア 小3 オオシロ　マサミチ 小1

城間　陽向 Rise TC 仲間　結 石嶺小学校

シロマ　ヒナタ 幼稚園 ナカマ　ユイ 小2

仲程　帆来 沖縄県体育協会 仲間　拓睦 TCμ

ナカホド　ホク 小1 ナカマ　ヒロム 小４

横井　建友 テニスラウンジ糸満 梨木　湧介 TCμ

ヨコイ　ケンユウ 小3 ナシキ　ユウスケ 小４

國吉　長琉 テニスラウンジ 宮里　琉花 TCμ

クニヨシ　タケル 小3 ミヤザト　ルカ 小２

平良 六河 小禄TS少年団 古堅　優音 TCμ

タイラ ロカ 小4 フルゲン　ユノ 小1

玉城 尚緒 識名TS少年団 古堅　惺南 TCμ

タマキ ナオ 小4 フルゲン　セナ 小２

今井　こなつ なし 上野　永遠 TCμ

イマイ　コナツ 幼稚園 ウエノ　トワ 小3

今井　ここな なし 平良　琉泉 Rise TC

イマイ　ココナ 小3 タイラ　リュウセイ 小1

神谷　琉斗 Rise TC 下地　恵吾 TCμ

カミヤ　リュウト 小1 シモジ　ケイゴ 小4

岩井　志帆 テニスラウンジ 呉屋　春智 TCμ

イワイ　シホ 小3 ゴヤ　ハルト 小4

屋冨祖　俊輔 安謝小学校 宮良　洸 TCμ

ヤフソ　シュンスケ 小2 ミヤラ　コウ 小1

久場　星樺 おもろTS少年団 鎌田　理古 TCμ

クバ　セイカ 幼稚園 カマダ　リコ 小3
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