
2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会

男子ダブルス-予選１
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者 

008634 沖縄工業高校 石原 来夢 

1 008633 沖縄工業高校 石原 歩夢  

008124 沖縄高専 尾風 剛  

2 006943 沖縄高専 我如古 寛太   

008865 興南高校 屋良 朝飛   

3 003524 興南高校 比嘉 翼 屋良 朝飛  

   比嘉 翼  

4   Bye   

010992 嘉手納高校 宮城 光幸   

5 002717 嘉手納高校 島袋 愛基 宮城 光幸  

   島袋 愛基  

6   Bye   

009162 普天間高校 内間 健翔   

7 009883 普天間高校 国場 永士 内間 健翔  

   国場 永士  

8   Bye   

     Q1 

9   Bye 原田 優輝  

010982 興南高校 原田 優輝 長嶺 拓弥  

10 014148 興南高校 長嶺 拓弥   

     

11   Bye 仲程 伊吹  

008788 沖縄水産高校 仲程 伊吹 外間 準也  

12 013499 沖縄水産高校 外間 準也   

     

13   Bye 玉那覇 歩夢  

013895 知念高校 玉那覇 歩夢 髙嶺 暖哉  

14 014313 知念高校 髙嶺 暖哉   

     

15   Bye 市田 智也  

009403 那覇高校 市田 智也 新城 諒真  

16 009193 那覇高校 新城 諒真  

008945 那覇高校 新垣 樹  

17 011018 那覇高校 金城 将 新垣 樹 

   金城 将 

18   Bye   

014139 宮古高校 池原 一成   

19 014163 宮古高校 狩俣 勇斗 池原 一成  

   狩俣 勇斗  

20   Bye   

014363 北中城高校 下地 星空   

21 010237 北中城高校 島袋 寛士 下地 星空  

   島袋 寛士  

22   Bye   

002620 昭和薬科高校 伊礼 漢   

23 010666 昭和薬科高校 平田 爽太 伊礼 漢  

   平田 爽太  

24   Bye   

     Q2 

25   Bye 星 草汰  

015009 沖縄高専 星 草汰 比嘉 航  

26 015010 沖縄高専 比嘉 航   

     

27   Bye 宮城 嵩朗  

010158 那覇高校 宮城 嵩朗 玉城 翔大  

28 010703 那覇高校 玉城 翔大   

     

29   Bye 大城 太志  

006955 首里高校 大城 太志 宮城 武人  

30 009491 首里高校 宮城 武人   

006228 小禄高校 仲宗根 有輝   

31 009080 小禄高校 金城 響貴   

007866 沖縄工業高校 川満 勇輝   

32 009180 沖縄工業高校 桃原 星二  
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2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会

男子ダブルス-予選２
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者 

013432 那覇西高校 大城 帆史  

33 013503 那覇西高校 山田 光希 大城 帆史 

   山田 光希 

34   Bye   

003125 美来工科高校 天願 大夢   

35 013475 美来工科高校 普久原 美洋 天願 大夢  

   普久原 美洋  

36   Bye   

010546 首里高校 伊志嶺 孔太   

37 010921 首里高校 大盛 蒼生 伊志嶺 孔太  

   大盛 蒼生  

38   Bye   

014097 読谷高校 新城 舞基   

39 009867 読谷高校 比嘉 翔矢 新城 舞基  

   比嘉 翔矢  

40   Bye   

014321 知念高校 上原 由麻   Q3 

41 014311 知念高校 新垣 任寿   

014952 開邦高校 具志堅 光   

42 012048 開邦高校 堀口 愛仁   

     

43   Bye 上原 悠  

014376 那覇高校 上原 悠 仲本 航平  

44 014375 那覇高校 仲本 航平   

     

45   Bye 仲真 瑞貴  

013484 嘉手納高校 仲真 瑞貴 比嘉 翔也  

46 013018 嘉手納高校 比嘉 翔也   

     

47   Bye 島尻 空汰  

014323 知念高校 島尻 空汰 玉城 秀磨  

48 014320 知念高校 玉城 秀磨  

013032 開邦高校 新垣 智生  

49 014526 開邦高校 稲嶺 盛吾 新垣 智生 

   稲嶺 盛吾 

50   Bye   

014480 コザ高校 安里 祥人   

51 010151 コザ高校 花城 洸樹 安里 祥人  

   花城 洸樹  

52   Bye   

013300 知念高校 安里 喬介   

53 014312 知念高校 金城 和磨 安里 喬介  

   金城 和磨  

54   Bye   

009323 那覇西高校 上里 悠真   

55 010194 那覇西高校 與那嶺 大輝 上里 悠真  

   與那嶺 大輝  

56   Bye   

     Q4 

57   Bye 小嶺 秀太  

011055 沖縄工業高校 小嶺 秀太 長岡 貴也  

58 014468 沖縄工業高校 長岡 貴也   

014754 南風原高校 真保栄 壱成   

59 014751 南風原高校 知念 大樹   

014748 前原高校 大平 真説   

60 011680 前原高校 安里 侑   

     

61   Bye 玉城 滝馬  

014155 美里高校 玉城 滝馬 知念 錬  

62 014153 美里高校 知念 錬   

     

63   Bye 平良 一晃  

011157 普天間高校 平良 一晃 町田 尋  

64 008324 普天間高校 町田 尋  
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2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会

男子ダブルス-予選３
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者 

010557 沖縄工業高校 上原 風斗  

65 011059 沖縄工業高校 嶋畑 ハレルヤ 上原 風斗 

   嶋畑 ハレルヤ 

66   Bye   

011546 コザ高校 平田 幸太郎   

67 009920 コザ高校 田端 歩未人 平田 幸太郎  

   田端 歩未人  

68   Bye   

003021 八重山高校 大江 梨規   

69 008628 八重山高校 次呂久 昂太郎 大江 梨規  

   次呂久 昂太郎  

70   Bye   

011677 前原高校 安里 光平   

71 011678 前原高校 石川 海斗 安里 光平  

   石川 海斗  

72   Bye   

     Q5 

73   Bye 上間 朝日  

014779 前原高校 上間 朝日 歌代 響  

74 014354 前原高校 歌代 響   

012841 球陽高校 國吉 広乃   

75 010532 球陽高校 與那嶺 竜勢   

006218 開邦高校 上門 伸寛   

76 009904 開邦高校 池間 祐貴   

     

77   Bye 中林 月斗  

014134 宮古総合実業高校 中林 月斗 善福 太稀  

78 015007 宮古総合実業高校 善福 太稀   

     

79   Bye 下地 優児  

013480 豊見城高校 下地 優児 石原 浩平  

80 013479 豊見城高校 石原 浩平  

008833 普天間高校 下地 義野  

81 008543 普天間高校 宮城 天志 下地 義野 

   宮城 天志 

82   Bye   

002771 那覇国際高校 丸山 達也   

83 009361 那覇国際高校 新川 満 丸山 達也  

   新川 満  

84   Bye   

006863 昭和薬科高校 伊藤 康朔   

85 003526 昭和薬科高校 松原 侑一郎 伊藤 康朔  

   松原 侑一郎  

86   Bye   

010476 那覇国際高校 大西 優人   

87 010936 那覇国際高校 玉城 浩輔 大西 優人  

   玉城 浩輔  

88   Bye   

011206 小禄高校 仲井真 一磨   Q6 

89 010893 小禄高校 保久村 昌平   

009456 普天間高校 仲村 秀吾   

90 007764 普天間高校 呉屋 凱斗   

     

91   Bye 伊佐 隆正  

011016 浦添高校 伊佐 隆正 西平 尚希  

92 008791 浦添高校 西平 尚希   

     

93   Bye 比嘉 将  

010993 嘉手納高校 比嘉 将 饒波 和真  

94 002716 嘉手納高校 饒波 和真   

     

95   Bye 國吉 永将  

006198 首里高校 國吉 永将 屋嘉比 梨恩  

96 012520 首里高校 屋嘉比 梨恩  
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2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会

男子ダブルス-予選４
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者 

010374 コザ高校 西仲野 開斗  

97 013896 コザ高校 金城 凪杜  

014999 南風原高校 儀間 龍星  

98 015000 南風原高校 崎原 祥之亮   

014505 首里東高校 平良 真斗   

99 011418 首里東高校 野崎 真平 平良 真斗  

   野崎 真平  

100   Bye   

011001 沖縄工業高校 城地 崚平   

101 010110 沖縄工業高校 宮里 理玖 城地 崚平  

   宮里 理玖  

102   Bye   

012773 昭和薬科高校 肥谷 ゆま   

103 008142 昭和薬科高校 茂見 幸輔 肥谷 ゆま  

   茂見 幸輔  

104   Bye   

     Q7 

105   Bye 仲宗根 卓人  

012610 球陽高校 仲宗根 卓人 國吉 健人  

106 014426 球陽高校 國吉 健人   

     

107   Bye 比嘉 琢真  

011291 沖縄工業高校 比嘉 琢真 金城 尚史  

108 010303 沖縄工業高校 金城 尚史   

     

109   Bye 与世田 兼人  

010513 普天間高校 与世田 兼人 山田 明斗  

110 010541 普天間高校 山田 明斗   

     

111   Bye 伊礼 亙  

008542 宜野湾高校 伊礼 亙 宮城 零夢  

112 012084 宜野湾高校 宮城 零夢  

010460 読谷高校 糸村 昌宗  

113 012291 読谷高校 與那嶺 琉也 糸村 昌宗 

   與那嶺 琉也 

114   Bye   

010606 豊見城高校 上原 翔   

115 006957 豊見城高校 砂辺 史弥 上原 翔  

   砂辺 史弥  

116   Bye   

014994 沖縄高専 桃原 広次   

117 015012 沖縄高専 金城 真心人 桃原 広次  

   金城 真心人  

118   Bye   

014371 那覇国際高校 仲島 佳希   

119 014889 那覇国際高校 金城 健太郎 仲島 佳希  

   金城 健太郎  

120   Bye   

     Q8 

121   Bye 屋冨祖 和馬  

010934 小禄高校 屋冨祖 和馬 水谷 孝太郎  

122 011820 小禄高校 水谷 孝太郎   

     

123   Bye 屋良 敏哉  

010816 普天間高校 屋良 敏哉 鈴木 純一郎  

124 012180 普天間高校 鈴木 純一郎   

     

125   Bye 宮里 佳意瑠  

011274 沖縄工業高校 宮里 佳意瑠 當間 海生  

126 010300 沖縄工業高校 當間 海生   

007621 沖縄尚学高校 喜屋武 一心   

127 011561 沖縄尚学高校 荒川 拓来   

014770 沖縄高専 新城 啓斗   

128 010984 沖縄高専 新城 祐仁  
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2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者 

015016 宮古総合実業高校 具志堅 開一  

129 015015 宮古総合実業高校 山﨑 大地 具志堅 開一 

   山﨑 大地 

130   Bye   

014776 沖縄高専 新崎 広人   

131 008814 沖縄高専 田村 健太郎 新崎 広人  

   田村 健太郎  

132   Bye   

014769 那覇高校 上原 陸人   

133 011486 那覇高校 喜納 璃音 上原 陸人  

   喜納 璃音  

134   Bye   

013489 沖縄水産高校 大城 駿   

135 014521 沖縄水産高校 田中 浩太 大城 駿  

   田中 浩太  

136   Bye   

     Q9 

137   Bye 島袋 龍也  

014315 知念高校 島袋 龍也 與那嶺 諒河  

138 014322 知念高校 與那嶺 諒河   

     

139   Bye 新垣 隆士  

002534 那覇高校 新垣 隆士 金城 迅  

140 010660 那覇高校 金城 迅   

     

141   Bye 久手堅 春暉  

012809 西原高校 久手堅 春暉 仲宗根 柊茉  

142 009549 西原高校 仲宗根 柊茉   

011947 沖縄工業高校 友利 凌太朗   

143 012529 沖縄工業高校 比嘉 健人   

009190 那覇国際高校 下地 康太   

144 011178 那覇国際高校 幸喜 涼太  

011208 豊見城高校 新里 康樹  

145 010954 豊見城高校 金城 右門 新里 康樹 

   金城 右門 

146   Bye   

013389 小禄高校 西 大成   

147 013390 小禄高校 野原 楓太 西 大成  

   野原 楓太  

148   Bye   

014772 沖縄高専 高江 怜臣   

149 014774 沖縄高専 鵜沼 慶伍   

012958 北谷高校 兼城 賢登   

150 011545 北谷高校 當山 立人   

009217 前原高校 仲間 大倖   

151 011359 前原高校 新垣 雄士 仲間 大倖  

   新垣 雄士  

152   Bye   

     Q10 

153   Bye 宇根 佑太  

014800 八重山高校 宇根 佑太 藤田 然  

154 014799 八重山高校 藤田 然   

     

155   Bye 山城 圭一朗  

014457 コザ高校 山城 圭一朗 桃原 大幸  

156 014456 コザ高校 桃原 大幸   

     

157   Bye 島袋 順大  

013016 知念高校 島袋 順大 波平 暁士  

158 011417 知念高校 波平 暁士   

     

159   Bye 山城 大芽  

014945 前原高校 山城 大芽 村吉 海駆  

160 014946 前原高校 村吉 海駆  
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者 

008186 普天間高校 傳道 将司  

161 005400 普天間高校 島袋 紘也 傳道 将司 

   島袋 紘也 

162   Bye   

014508 浦添高校 仲村渠 魁盛   

163 014503 浦添高校 金城 功汰   

009636 那覇高校 内山 孝太   

164 012010 那覇高校 渡慶次 高史   

006860 八重山高校 小松 郁海   

165 014172 八重山高校 長嶺 開 小松 郁海  

   長嶺 開  

166   Bye   

014755 南風原高校 仲原 純平   

167 014753 南風原高校 比嘉 彗翔 仲原 純平  

   比嘉 彗翔  

168   Bye   

     Q11 

169   Bye 大山 光輝  

000950 首里高校 大山 光輝 宮城 葵一  

170 010850 首里高校 宮城 葵一   

     

171   Bye 平 絢太  

011698 コザ高校 平 絢太 與那嶺 有生  

172 010890 コザ高校 與那嶺 有生   

     

173   Bye 嘉陽 宗康  

014319 知念高校 嘉陽 宗康 大城 功輝  

174 014318 知念高校 大城 功輝   

     

175   Bye 與那覇 巧  

013279 前原高校 與那覇 巧 金城 優斗  

176 013278 前原高校 金城 優斗  

008458 宜野湾高校 田場 翔大  

177 010097 宜野湾高校 長濱 諄之介  

011659 那覇国際高校 仲宗根 志温  

178 009089 那覇国際高校 安仁屋 稜   

009158 沖縄工業高校 大城 琢   

179 014364 沖縄工業高校 與儀 武志 大城 琢  

   與儀 武志  

180   Bye   

014174 八重山高校 仲間 二千翔   

181 008646 八重山高校 松原 未来希 仲間 二千翔  

   松原 未来希  

182   Bye   

013478 豊見城高校 嘉数 倫一郎   

183 013477 豊見城高校 嘉数 隼 嘉数 倫一郎  

   嘉数 隼  

184   Bye   

     Q12 

185   Bye 仲宗根 祥吾  

015005 陽明高校 仲宗根 祥吾 我喜屋 流  

186 015004 陽明高校 我喜屋 流   

     

187   Bye 石嶺 諒  

011039 読谷高校 石嶺 諒 神谷 優斗  

188 013506 読谷高校 神谷 優斗   

     

189   Bye 久場 悠矢  

013844 那覇国際高校 久場 悠矢 青木 孝之介  

190 013818 那覇国際高校 青木 孝之介   

002541 興南高校 城田 勝平   

191 011189 興南高校 翁長 諒磨   

013490 沖縄水産高校 島袋 凌也   

192 014522 沖縄水産高校 與那嶺 智大  

２０１９年４月１４日（日）奥武山公園テニスコート　受付８：３０～８：５０



2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会

男子ダブルス-予選７
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者 

009275 小禄高校 伊是名 瑞樹  

193 013216 小禄高校 佐久本 弘太郎 伊是名 瑞樹 

   佐久本 弘太郎 

194   Bye   

010091 コザ高校 和智 友哉   

195 011726 コザ高校 森 健士郎 和智 友哉  

   森 健士郎  

196   Bye   

009567 興南高校 喜屋武 傑大   

197 009200 興南高校 田子 莞史 喜屋武 傑大  

   田子 莞史  

198   Bye   

002551 沖縄高専 新垣 朝啓   

199 009587 沖縄高専 村田 芳光 新垣 朝啓  

   村田 芳光  

200   Bye   

     Q13 

201   Bye 宮里 仁綺  

008915 具志川商業高校 宮里 仁綺 江口 敬政  

202 014261 具志川商業 江口 敬政   

014356 前原高校 平井 陽向   

203 014359 前原高校 照屋 利樹   

013856 那覇高校 吉田 岳樹   

204 013337 那覇高校 金城 智久   

     

205   Bye 上原 僚ノ介  

006006 糸満高校 上原 僚ノ介 大城 晃平  

206 011180 糸満高校 大城 晃平   

     

207   Bye 仲底 秀  

011411 首里高校 仲底 秀 佐久本 暖  

208 010099 首里高校 佐久本 暖  

010160 那覇西高校 仲地 宏哉  

209 006799 那覇西高校 塚本 大智 仲地 宏哉 

   塚本 大智 

210   Bye   

006236 糸満高校 東江 航希   

211 008810 糸満高校 里崎 匠   

008766 球陽高校 川上 翔大   

212 011715 球陽高校 渡慶次 伊織   

014462 真和志高校 仲宗根 泰雅   

213 012320 真和志高校 喜瀬 幹大 仲宗根 泰雅  

   喜瀬 幹大  

214   Bye   

012455 美来工科高校 山川 翔也   

215 013464 美来工科高校 西武當 悠佑 山川 翔也  

   西武當 悠佑  

216   Bye   

     Q14 

217   Bye 大城 真夏  

014756 南風原高校 大城 真夏 我如古 陸斗  

218 014757 南風原高校 我如古 陸斗   

     

219   Bye 山田 泰誠  

010225 北中城高校 山田 泰誠 福本 哲太  

220 012215 北中城高校 福本 哲太   

     

221   Bye 伊計 創詩  

010690 興南高校 伊計 創詩 大濱 陽祐  

222 009430 興南高校 大濱 陽祐   

     

223   Bye 梅木 優太  

014865 名護高校 梅木 優太 金城 拓真  

224 014870 名護高校 金城 拓真  

２０１９年４月１４日（日）奥武山公園テニスコート　受付８：３０～８：５０



2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会

男子ダブルス-予選８
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者 

010451 那覇国際高校 森根 逸心  

225 008926 那覇国際高校 福仲 隆之介  

007812 開邦高校 谷口 拓真  

226 011017 開邦高校 高良 奏希   

011547 具志川高校 上原 琉誠   

227 010958 具志川高校 名護 禎恭 上原 琉誠  

   名護 禎恭  

228   Bye   

014803 八重山高校 大濵 長也   

229 007516 八重山高校 池田 康嗣朗 大濵 長也  

   池田 康嗣朗  

230   Bye   

014366 那覇高校 屋宜 俊貴   

231 010916 那覇高校 金城 敏也 屋宜 俊貴  

   金城 敏也  

232   Bye   

     Q15 

233   Bye 大島 叶夢  

014260 具志川商業高校 大島 叶夢 島袋 竜季  

234 014265 具志川商業高校 島袋 竜季   

     

235   Bye 仲本 凌里都  

007875 那覇西高校 仲本 凌里都 赤嶺 孝佳  

236 014384 那覇西高校 赤嶺 孝佳   

     

237   Bye 大城 晟  

010362 コザ高校 大城 晟 阿久津 雄矢  

238 013045 コザ高校 阿久津 雄矢   

     

239   Bye 宮城 元気  

014037 北中城高校 宮城 元気 宮里 悠斗  

240 010405 北中城高校 宮里 悠斗  

010251 球陽高校 小泉 創世  

241 011446 球陽高校 平良 健人  

015003 陽明高校 大城 理大  

242 014967 陽明高校 後小橋川 憂   

006733 沖縄工業高校 津嘉山 南海   

243 010855 沖縄工業高校 銘苅 琉汰 津嘉山 南海  

   銘苅 琉汰  

244   Bye   

009718 宜野湾高校 大屋 一哉   

245 010370 宜野湾高校 安慶名 俊平 大屋 一哉  

   安慶名 俊平  

246   Bye   

013298 知念高校 上地 安貴斗   

247 014314 知念高校 秋本 洸大 上地 安貴斗  

   秋本 洸大  

248   Bye   

     Q16 

249   Bye 屋嘉比 一馬  

011130 普天間高校 屋嘉比 一馬 金城 久遠  

250 011657 普天間高校 金城 久遠   

     

251   Bye 屋我 颯人  

012126 美来工科高校 屋我 颯人 玉城 卓恵  

252 014545 美来工科高校 玉城 卓恵   

     

253   Bye 上江洲 優大  

013281 前原高校 上江洲 優大 普天間 紫音  

254 013273 前原高校 普天間 紫音   

     

255   Bye 仲地 亮磨  

014422 那覇西高校 仲地 亮磨 宮城 龍一郎  

256 014525 那覇西高校 宮城 龍一郎  

２０１９年４月１４日（日）奥武山公園テニスコート　受付８：３０～８：５０



2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会

男子ダブルス　本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

1   Bye 32  

    

2   Bye 1   

     

3   Bye 17   

     

4   Bye 16   

     

5   Bye 9   

     

6   Bye 24   

     

7   Bye 7   

     

8   Bye 26   

     

9   Bye 30   

     

10   Bye 3   

     

11   Bye 20   

     

12   Bye 13   

     

13   Bye 12   

     

14   Bye 21   

     

15   Bye 5   

     

16   Bye 28   

     

17   Bye 27   

     

18   Bye 6   

     

19   Bye 22   

     

20   Bye 11   

     

21   Bye 14   

     

22   Bye 19   

     

23   Bye 4   

     

24   Bye 29   

     

25   Bye 25   

     

26   Bye 8   

     

27   Bye 23   

     

28   Bye 10   

     

29   Bye 15   

     

30   Bye 18   

     

31   Bye 2   

     

32   Bye 31  



2
桑 原 大 陽
新 垣 勇 斗

( 沖 縄 尚 学 高 校 )
( 沖 縄 尚 学 高 校 )

Q2

２０１９年度　玉友杯（ダブルス）テニス大会

男子ダブルス＜本戦＞

本戦ストレートイン(シード） 予選通過選手リスト

1
仲 間 舜
大 村 駿 斗

( 沖 縄 尚 学 高 校 )
( 沖 縄 尚 学 高 校 )

Q1

4
我 謝 桐 吾
西 銘 瑛 介

( 普 天 間 高 校 )
( 普 天 間 高 校 )

Q5

Q3
３～４抽選

3
知 念 泰 我
村 上 典

( 沖 縄 尚 学 高 校 )
( 沖 縄 尚 学 高 校 )

Q4

6
奥 村 龍 太 郎
玉 城 勇 稀

( 沖 縄 尚 学 高 校 )
( 沖 縄 尚 学 高 校 )

Q8

Q6
５～８抽選

5
神 里 誓 大
新 垣 光 基

( 興 南 高 校 )
( 興 南 高 校 )
( 沖 縄 尚 学 高 校 )

Q7

8
大 城 盛 晃
山 城 慶 大

( 首 里 高 校 )
( 首 里 高 校 )

Q10

7
上 原 佑 介
與 儀 巧 実

( 那 覇 西 高 校 )
( 那 覇 西 高 校 )

Q9

Q11
９～１６抽選

9
荻 堂 公 史 郎
岡 崎 奎 太

( 沖 縄 尚 学 高 校 )
( 沖 縄 尚 学 高 校 )

Q12

11
岸 本 貴 陽
徳 山 洸 葉

( 名 護 高 校 )
( 名 護 高 校 )

Q14

10
徳 田 健 汰
大 城 寿 喜

( コ ザ 高 校 )
( コ ザ 高 校 )

Q13

13
金 城 輝
金 城 志 優

( 那 覇 高 校 )
( 那 覇 高 校 )

Q16

12
小 波 津 翔
吉 田 安 紀 人

( 那 覇 高 校 )
( 那 覇 高 校 )

Q15

16
宮 國 英 俊
藤 下 幸

( 普 天 間 高 校 )
( 普 天 間 高 校 )

14
清 山 涼 介
佐 久 田 祐 希

( 那 覇 高 校 )
( 那 覇 高 校 )

15
喜 納 隼 世
次 呂 久 史 恭

( 沖 縄 工 業 高 校 )
( 沖 縄 工 業 高 校 )



2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会

女子ダブルス１
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

014094 沖縄尚学高校 藤永 笑子 [1] 

1 014158 沖縄尚学高校 高岡 鈴蘭 藤永 笑子 [1] 

   高岡 鈴蘭 

2   Bye 1   

015027 沖縄水産高校 井上 美寧   

3 010332 沖縄水産高校 金城 未季 井上 美寧  

   金城 未季  

4   Bye 64   

     

5   Bye 33 喜納 乙葉  

013284 コザ高校 喜納 乙葉 桑江 まりの  

6 008781 コザ高校 桑江 まりの   

     

7   Bye 31 比嘉 幸花  

014491 浦添高校 比嘉 幸花 赤嶺 香鳴  

8 014493 浦添高校 赤嶺 香鳴   

011400 那覇西高校 伊集 愛加   

9 011260 那覇西高校 富濱 結那 伊集 愛加  

   富濱 結那  

10   Bye 17   

014419 那覇国際高校 有銘 七海   

11 014793 那覇国際高校 神山 碧衣 有銘 七海  

   神山 碧衣  

12   Bye 48   

     

13   Bye 49 宮城 絢佳  

014767 知念高校 宮城 絢佳 平良 萌  

14 012037 知念高校 平良 萌   

     

15   Bye 15 仲宗根 羽七 [13]  

012594 球陽高校 仲宗根 羽七 [13] 山田 梨々花  

16 010222 球陽高校 山田 梨々花   

001562 八重山高校 下里 うらら [11]   

17 008107 八重山高校 星 海 下里 うらら [11]  

   星 海  

18   Bye 9   

010764 小禄高校 渡嘉敷 愛   

19 005933 小禄高校 生盛 志歩 渡嘉敷 愛  

   生盛 志歩  

20   Bye 56   

     

21   Bye 41 古波蔵 妃南  

012585 具志川高校 古波蔵 妃南 喜多 史賀  

22 012581 具志川高校 喜多 史賀   

     

23   Bye 23 宮里 紗弘  

013308 首里高校 宮里 紗弘 江洲 明咲花  

24 009740 首里高校 江洲 明咲花   

013324 那覇高校 眞榮城 怜奈   

25 011724 那覇高校 豊里 倫乃   

006227 那覇国際高校 比嘉 美徳   

26 004066 那覇国際高校 當眞 帆夏   

009595 向陽高校 古里 日向子   

27 012286 向陽高校 宮城 妃李 古里 日向子  

   宮城 妃李  

28   Bye 40   

     

29   Bye 57 市場 優香  

014357 球陽高校 市場 優香 浜比嘉 咲京  

30 014116 球陽高校 浜比嘉 咲京   

     

31   Bye 7 伊賀上 瑛穂 [5]  

014890 沖縄尚学高校 伊賀上 瑛穂 [5] 倉岡 彩夏  

32 014898(KUR1434670) 沖縄尚学高校 倉岡 彩夏  

２０１９年４月６日（土）奥武山公園テニスコート　受付８：３０～８：５０



2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会

女子ダブルス２
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

000656 沖縄尚学高校 丑番 希恵 [4]  

33 013052 沖縄尚学高校 長濱 帆伽 丑番 希恵 [4] 

   長濱 帆伽 

34   Bye 3   

009225 普天間高校 尾崎 琴音   

35 013400 普天間高校 漢那 梨沙子 尾崎 琴音  

   漢那 梨沙子  

36   Bye 61   

     

37   Bye 36 仲本 芽生  

011279 興南高校 仲本 芽生 渡真利 玲奈  

38 011290 興南高校 渡真利 玲奈   

     

39   Bye 29 中林 咲良  

009623 開邦高校 中林 咲良 宮城 希凪  

40 003822 開邦高校 宮城 希凪   

014417 西原高校 仲里 佳夏   

41 011229 西原高校 吉田 海梨 仲里 佳夏  

   吉田 海梨  

42   Bye 19   

014348 首里高校 小渡 ゆきの   

43 011357 首里高校 比嘉 理留 小渡 ゆきの  

   比嘉 理留  

44   Bye 45   

     

45   Bye 52 安次富 さくら  

014452 具志川高校 安次富 さくら 眞喜志 和奏  

46 014436 具志川高校 眞喜志 和奏   

     

47   Bye 13 我喜屋 茜 [14]  

003519 那覇高校 我喜屋 茜 [14] 運天 美空  

48 002049 那覇高校 運天 美空   

010320 小禄高校 大城 澄怜 [12]   

49 011139 小禄高校 神 和圭菜 大城 澄怜 [12]  

   神 和圭菜  

50   Bye 11   

014412 那覇西高校 中島 さくら   

51 014383 那覇西高校 平田 琴乃 中島 さくら  

   平田 琴乃  

52   Bye 53   

     

53   Bye 44 大城 百叶  

010973 首里高校 大城 百叶 宮城 円佳  

54 002075 首里高校 宮城 円佳   

     

55   Bye 21 津波 花音  

014149 那覇国際高校 津波 花音 西島 奈波  

56 013968 那覇国際高校 西島 奈波   

002540 浦添高校 奥間 華穂   

57 009845 浦添高校 神谷 七葉 奥間 華穂  

   神谷 七葉  

58   Bye 27   

013387 知念高校 仲間 美晴   

59 013386 知念高校 平原 美和子 仲間 美晴  

   平原 美和子  

60   Bye 37   

     

61   Bye 60 大城 百楽  

007694 球陽高校 大城 百楽 崎原 涼花  

62 011482 球陽高校 崎原 涼花   

     

63   Bye 5 植村 美海 [6]  

002752 コザ高校 植村 美海 [6] 渡久地 葵葉  

64 009350 コザ高校 渡久地 葵葉  

２０１９年４月６日（土）奥武山公園テニスコート　受付８：３０～８：５０



2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会

女子ダブルス３
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

003716 首里高校 宮城 利佳 [7]  

65 003929 首里高校 金城 あかり 宮城 利佳 [7] 

   金城 あかり 

66   Bye 6   

014495 浦添高校 新城 紋音   

67 014494 浦添高校 石原 汐梨 新城 紋音  

   石原 汐梨  

68   Bye 59   

     

69   Bye 38 仲村 日那  

011768 球陽高校 仲村 日那 町田 咲紀  

70 014117 球陽高校 町田 咲紀   

     

71   Bye 28 大西 美穂  

009844 小禄高校 大西 美穂 平川 さくら  

72 005849 小禄高校 平川 さくら   

011224 西原高校 宮川 美南海   

73 010771 西原高校 金城 萌音 宮川 美南海  

   金城 萌音  

74   Bye 22   

014413 知念高校 伊計 栞那   

75 014414 知念高校 神里 真依 伊計 栞那  

   神里 真依  

76   Bye 43   

     

77   Bye 54 加賀 小夏  

014762 美里高校 加賀 小夏 名嘉山 華蓮  

78 012368 美里高校 名嘉山 華蓮   

     

79   Bye 12 下地 菜都美 [10]  

000669 那覇国際高校 下地 菜都美 [10] 大湾 優月  

80 000711 那覇国際高校 大湾 優月   

010565 具志川高校 山内 キラリ [16]   

81 010559 具志川高校 稲福 葵南 山内 キラリ [16]  

   稲福 葵南  

82   Bye 14   

003510 那覇高校 浦崎 奈緒   

83 009461 那覇高校 狩俣 真愛 浦崎 奈緒  

   狩俣 真愛  

84   Bye 51   

     

85   Bye 46 古里 萌乃果  

010430 首里高校 古里 萌乃果 長元 結奈  

86 009280 首里高校 長元 結奈   

     

87   Bye 20 大城 すずか  

011461 那覇西高校 大城 すずか 安里 智帆  

88 014759 那覇西高校 安里 智帆   

003950 コザ高校 川中 優香   

89 009173 コザ高校 鈴木 穂乃花 川中 優香  

   鈴木 穂乃花  

90   Bye 30   

014115 球陽高校 古堅 弥香子   

91 013429 球陽高校 宮里 愛友香 古堅 弥香子  

   宮里 愛友香  

92   Bye 35   

014977 向陽高校 世嘉良 音巴   

93 014974 向陽高校 天願 智賀   

010322 糸満高校 上原 琴梨   

94 010327 糸満高校 池間 野々香   

     

95   Bye 4 山本 未来 [3]  

014164 沖縄尚学高校 山本 未来 [3] 松本 祐華  

96 014165(F50700) 沖縄尚学高校 松本 祐華  

２０１９年４月６日（土）奥武山公園テニスコート　受付８：３０～８：５０



2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会

女子ダブルス４
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals 

000889 普天間高校 仲松 玲美 [8]  

97 010537 普天間高校 大城 叶子 仲松 玲美 [8] 

   大城 叶子 

98   Bye 8   

013625 知念高校 川智 夢叶   

99 013346 知念高校 平良 菜摘 川智 夢叶  

   平良 菜摘  

100   Bye 58   

     

101   Bye 39 兼久 智聖  

013441 具志川高校 兼久 智聖 新垣 美琉  

102 013037 具志川高校 新垣 美琉   

     

103   Bye 26 仲里 愛花  

010907 球陽高校 仲里 愛花 小橋川 真由  

104 014358 球陽高校 小橋川 真由   

012372 コザ高校 大牟禮 明華   

105 009466 コザ高校 渡久地 凛音 大牟禮 明華  

   渡久地 凛音  

106   Bye 24   

010716 那覇西高校 塩田 さち   

107 010545 那覇西高校 金城 美咲 塩田 さち  

   金城 美咲  

108   Bye 42   

     

109   Bye 55 大城 亜唯梨  

011376 首里高校 大城 亜唯梨 渡久地 咲希  

110 006239 首里高校 渡久地 咲希   

     

111   Bye 10 玉城 ちひろ [9]  

000887 小禄高校 玉城 ちひろ [9] 金城 梨美  

112 008607 小禄高校 金城 梨美   

010245 コザ高校 中里 遥 [15]   

113 010363 コザ高校 陣内 野乃華 中里 遥 [15]  

   陣内 野乃華  

114   Bye 16   

009497 那覇高校 上原 華音   

115 013302 那覇高校 上里 真愛佳 上原 華音  

   上里 真愛佳  

116   Bye 50   

     

117   Bye 47 宮元 杏乃  

011770 開邦高校 宮元 杏乃 野村 南実  

118 010988 開邦高校 野村 南実   

     

119   Bye 18 仲宗根 佳南  

012008 那覇国際高校 仲宗根 佳南 伊波 鈴菜  

120 014147 那覇国際高校 伊波 鈴菜   

009941 浦添高校 杉岡 未優   

121 009945 浦添高校 野添 暁代 杉岡 未優  

   野添 暁代  

122   Bye 32   

011188 向陽高校 仲村渠 明   

123 014982 向陽高校 森田 そら 仲村渠 明  

   森田 そら  

124   Bye 34   

     

125   Bye 63 久髙 美羽  

015008 小禄高校 久髙 美羽 島本 夏海  

126 012815 小禄高校 島本 夏海   

     

127   Bye 2 平林 夏帆 [2]  

013015 沖縄尚学高校 平林 夏帆 [2] 石川 さくら  

128 000698 沖縄尚学高校 石川 さくら  

２０１９年４月６日（土）奥武山公園テニスコート　受付８：３０～８：５０



2019年第４８回度天沼杯（シングルス）・第４７回玉友杯（ダブルス）テニス大会

女子ダブルス　準決勝・決勝
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者 

 

 

 

 


