
No. 氏 名 フリガナ 所属

1 源河 朝陽 ゲンカ　アサヒ GenTS

2 古堅 惺南 フルゲン　セナ RiseTC

3 上地 琉生 ウエチ　リュウセイ Scratch.Jr

4 有銘 聖直 アリメ　セナ UTC

5 前田 悠里 マエダ　ユウリ UTC

6 矢野 琉悟 ヤノ　リュウゴ UTC

7 水上 琉靖 ミズカミ　リュウセイ グローバル　アリーナ

8 三戸 悠生 ミト　ユウト 首里森TC

9 浦崎 政辰 ウラサキ　マサタツ ユニバーサル

10 日渡 連次 ヒワタシ　レンジ ユニバーサル

No. 氏 名 フリガナ 所属

1 比嘉 惇壬定 ヒガ　アツサダ Aアスリートクラブ

2 仲村 康希 ナカムラ　コウキ PHT

3 村木 優太 ムラキ　ユウタ PHT

4 知念 秀彦 チネン　ヒデサト RiseTC

5 上野 永遠 ウエノ　トワ T.C.µ

6 池原 匠 イケハラ　タクミ TC　Future

7 泉 幸樹 イズミ　コウキ YKCT

8 喜久里 心琉 キクザト　アイル 首里森TC

9 長崎 凌弥 ナガサキ　リョウヤ 首里森TC

10 羽地 惺 ハネジ　サトル 首里森TC

11 伊佐 拓己 イサ　タクミ ハートフル・ピット

12 石新 翔大 イシアラ　ショウタ ハートフル・ピット

13 嘉味田 丞 カミダ　タスク ハートフル・ピット

14 大城　 優心 オオシロ　ヒロト ユニバーサル

15 仲宗根 暖日 ナカソネ　ハルヒ ユニバーサル

16 日渡　 翔己 ヒワタシ　ショウキ ユニバーサル

2020　九州ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄｼﾘｰｽﾞ大会選手ﾘｽﾄ
（　沖縄　）シリーズ大会

10歳以下 男子シングルス

12歳以下 男子シングルス



No. 氏 名 フリガナ 所属

1 成田 悠真 ナリタ　ユウマ GenTS

2 新川 結也 アラカワ　ユウヤ PHT

3 金城 朝夢 キンジョウ　トム PHT

4 呉屋 優毅 ゴヤ　ユウキ PHT

5 藤村 龍兵 フジムラ　リュウヘイ PHT

6 中村　 勇槻 ナカムラ　ユヅキ RiseTC

7 次呂久 由恭 ジロク　ユウヤ Scratch.Jr

8 田口 慎太郎 タグチ　シンタロウ T,C,µ

9 比嘉 輝 ヒガ　ヒカル 石田中学校

10 小坂 陽光 オサカ　ハル 宜野湾中学校

11 大城 達希 オオシロ　タツキ 首里中学校

12 長崎 寿啓 ナガサキ　トシヒロ 首里森TC

13 普久本 安裕 フクモト　ヤスヒロ 首里森TC

14 盛島　 響希 モリシマ　ヒビキ 首里森TC

15 神谷 陽平 カミヤ　ヨウヘイ 筑紫野ローンテニスクラブ

16 松田 龍樹 マツダ　リュウキ チャレンジ

17 北島 碧 キタジマ　アオイ 長田小学校

18 運天 孝介 ウンテン　コウスケ 西原ジュニア

19 漢那 亮貴 カンナ　リョウキ 西原ジュニア

20 大城　 璃空 オオシロ　リク ハートフル・ピット

21 宮里 玖仁斗 ミヤザト　クニト 港川中学校

22 奥原 涼 オクハラ　リョウ 安岡中学校

23 小浜　 守大郎 コハマ　モリタロウ ユニバーサル

24 久場 瞭志 クバ　リョウジ ロイヤルTE

2020　九州ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄｼﾘｰｽﾞ大会選手ﾘｽﾄ
（　沖縄　）シリーズ大会

14歳以下 男子シングルス



男子シングルス
No. 氏 名 フリガナ 所属

1 安里 和真 アサト　カズマ GenTS

2 大城 盛弥 オオシロ　セイヤ KT2

3 仲宗根 善杜 ナカソネ　ゼント realize

4 宮里 琉星 ミヤザト　リュウセイ T,C,µ

5 照屋 翔己 テルヤ　ショウキ TC　Future

6 狩俣 依伊人 カリマタ　イイト YKCT

7 喜久川 楓 キクガワ　カエデ YKCT

8 喜久川 椿 キクガワ　ツバキ YKCT

9 高江洲 義朗 タカエス　ヨシロウ YKCT

10 鉢嶺 拓海 ハチミネ　タクミ YKCT

11 栃木 海璃 トチギ　カイリ 石垣中学校

12 大城 颯太 オオシロ　ソウタ 石田中学校

13 仲宗根 大遥 ナカソネ　タイヨウ 石田中学校

14 島袋 智行 シマブクロ　トモキ 金城中学校

15 的場 颯人 マトバ　ハヤト 金城中学校

16 島袋 千寛 シマブクロ　チヒロ コザ中学校

17 島袋 暉 シマブクロ　ヒカリ コザ中学校

18 熱田 和紀 アッタ　カズキ 首里森TC

19 糸満 壱聖 イトマン　イッセイ 首里森TC

20 佐久間 叶和 サクマ　トウワ 首里森TC

21 富髙 包音 トミタカ　パオ 首里森TC

22 盛島 光瑠 モリシマ　ヒカル 首里森TC

23 谷口 結風 タニグチ　ユウ チャレンジ

24 宮城 洸弥 ミヤギ　コウヤ 西原東中学校

25 呉屋 智輝 ゴヤ　トモキ 真志喜中学校

26 仲井間 宗琉 ナカイマ　ソウリ 真志喜中学校

27 糸数 信吾 イトカズ　シンゴ 読谷中学校

28 神谷 陽太 カミヤ　ヨウタ 読谷中学校

29 伊礼 理貴 イレイ　リキ ロイヤルTE

30 大城 琉翔 オオシロ　リュウト ロイヤルTE

31 仲間 望 ナカマ　ノゾム ロイヤルTE

32 福地 佑貴 フクチ　ユウキ ロイヤルTE

2020　九州ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄｼﾘｰｽﾞ大会選手ﾘｽﾄ
（　沖縄　）シリーズ大会

16歳以下



No.1
No. 氏 名 フリガナ 所属

1 比嘉 優稀 ヒガ　ユウキ GenTS

2 大城 盛晃 オオシロ　モリアキ KT2

3 宮城　 光幸 ミヤギ　ミツユキ TC　Future

4 赤崎 翔太 アカサキ　ショウタ YKCT

5 伊志嶺 孔太 イシミネ　コウタ YKCT

6 大盛 蒼生 オオモリ　アオイ YKCT

7 仲宗根 有輝 ナカソネ　ユウキ YKCT

8 屋冨祖 和馬 ヤフソ　カズマ YKCT

9 山城 慶大 ヤマシロ　ケイタ YKCT

10 大城 晃平 オオシロ　コウヘイ 糸満高校

11 西平 尚希 ニシヒラ　ナオキ 浦添高校

12 新垣 光 アラカキ　ヒカル 沖縄工業高校

13 石原　 歩夢 イシハラ　アユム 沖縄工業高校

14 石原　 来夢 イシハラ　ライム 沖縄工業高校

15 上原　 風斗 ウエハラ　フウト 沖縄工業高校

16 川満 勇輝 カワミツ　ユウキ 沖縄工業高校

17 金城 孝義 キンジョウ　タカヨシ 沖縄工業高校

18 具志堅 竜宝 グシケン　リュウホウ 沖縄工業高校

19 小嶺　 秀太 コミネ　シュウタ 沖縄工業高校

20 嶋畑　 ハレルヤ シマハタ　ハレルヤ 沖縄工業高校

21 島袋 泰希 シマブクロ　ヒロキ 沖縄工業高校

22 城地　 崚平 ジョウチ　リョウヘイ 沖縄工業高校

23 高良 来斗 タカラ　ライト 沖縄工業高校

24 桃原 星二 トウバル　セイジ 沖縄工業高校

25 友利 凌太朗 トモリ　リョウタロウ 沖縄工業高校

26 長岡　 貴也 ナガオカ　タカヤ 沖縄工業高校

27 比嘉 健人 ヒガ　ケント 沖縄工業高校

28 比嘉　 琢真 ヒガ　タクマ 沖縄工業高校

29 宮里　 佳意瑠 ミヤザト　カイル 沖縄工業高校

30 宮里　 理玖 ミヤザト　リク 沖縄工業高校

31 荒川　 拓来 アラカワ　ヒラク 沖縄尚学高校

（　沖縄　）シリーズ大会

18歳以下 男子シングルス

2020　九州ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄｼﾘｰｽﾞ大会選手ﾘｽﾄ



No.2
No. 氏 名 フリガナ 所属

32 荻堂 公史郎 オギドウ　コウシロウ 沖縄尚学高校

33 喜屋武 一心 キャン　イッシン 沖縄尚学高校

34 翁長 諒磨 オナガ　リョウマ 興南高校

35 神里 誓大 カミザト　セイタ 興南高校

36 城田 勝平 シロタ　ショウヘイ 興南高校

37 比嘉　 翼 ヒガ　ツバサ 興南高校

38 大城 晟 オオシロ　ジョウ コザ高校

39 大城 響 オオシロ　ヒビキ コザ高校

40 兼次 陽太朗 カネツグ　ヨウタロウ コザ高校

41 新里 駿介 シンザト　シュンスケ コザ高校

42 新城 正也 シンジョウ　セイヤ コザ高校

43 末吉 瞬大 スエヨシ　コウダイ コザ高校

44 桃原 大幸 トウバル　ヒロユキ コザ高校

45 森　 健士郎 モリ　ケンシロウ コザ高校

46 山内 海人 ヤマウチ　カイト コザ高校

47 山城 圭一郎 ヤマシロ　ケイイチロウ コザ高校

48 横田 和虎 ヨコダ　カズトラ コザ高校

49 和智　 友哉 ワチ　トモヤ コザ高校

50 宮城　 武人 ミヤギ　タケト 首里高校

51 大城 太志 オオシロ　タイシ 首里森TC

52 國吉 永将 クニヨシ　ナガマサ 首里森TC

53 謝花 海希 ジャハナ　カイキ 首里森TC

54 屋嘉比 梨恩 ヤカビ　リオン 首里森TC

55 岸本 貴陽 キシモト　タカヒ 名護高校

56 金城 輝 キンジョウ　ヒカル 那覇高校

57 角田 真凪人 スミダ　マナト 西原高校

58 平良 陽 タイラ　ヒナタ 西原高校

59 仲宗根　 柊茉 ナカソネ　シュウマ 西原高校

60 冨名腰　 楽 フナコシ　ラン 西原高校

61 伊佐 隆正 イサ　リュウセイ ハートフル・ピット

62 仲間　 大倖 ナカマ　ヒロユキ 前原高校

63 成田　 時英 ナリタ　ジエイ 美里高校

18歳以下 男子シングルス

2020　九州ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄｼﾘｰｽﾞ大会選手ﾘｽﾄ
（　沖縄　）シリーズ大会



No. 氏 名 フリガナ 所属

1 比嘉 釉己 ヒガ　ユキ Aアスリートクラブ

2 比嘉 月咲 ヒガ　ホノリ Cherry Moon

3 玉城 美海 タマキ　ミウ GenTS

4 古堅 優音 フルゲン　ユノ RiseTC

5 比嘉 穂華 ヒガ　ホノカ T.C.µ

6 宮里 琉花 ミヤザト　ルカ T.C.µ

7 次呂久 梨瑠 ジロク　リル 首里森TC

8 松代 紗衣 マツシロ　サエ 首里森TC

9 浦野 優里 ウラノ　ユリ 港川小学校

No. 氏 名 フリガナ 所属

1 比嘉 桜実 ヒガ　チエリ Cherry Moon

2 小形 美楽 オガタ　ミラク Mジョイテニスクラブ

3 呉屋 有紀奈 ゴヤ　ユキナ PHT

4 仲村 朱理 ナカムラ　アカリ PHT

5 上地 琉可 ウエチ　ルカ Scratch.Jr

6 宇都宮　 早絵 ウツノミヤ　サエ T.C.µ

7 山田　 星暉 ヤマダ　キラリ TTS

8 矢野　 綺菜 ヤノ　アヤナ UTC

9 久場 さくら クバ　サクラ 安謝小学校

10 水上 睦稀 ミズカミ　ムツキ グローバル　アリーナ

11 松代　 奈海 マツシロ　ナミ 首里森TC

12 宇良　 妃織 ウラ　ヒオリ 田場小学校

13 根間　 美空 ネマ　ミソラ 西原ジュニア

14 知念 愛羽 チネン　アイネ ユニバーサル

12歳以下 女子シングルス

2020　九州ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄｼﾘｰｽﾞ大会選手ﾘｽﾄ
（　沖縄　）シリーズ大会

10歳以下 女子シングルス



No. 氏 名 フリガナ 所属

1 植村　 青澄 ウエムラ　アズミ GenTS

2 渡久地　 杜生 トグチ　トキ GenTS

3 玉那覇 璃 タマナハ　リリ realize

4 嘉数　 ちひろ カカズ　チヒロ T.C.µ

5 古波蔵 乃香 コハグラ　ノノカ 浦城小学校

6 三戸 ゆきの ミト　ユキノ 首里森TC

7 宮城　 麻由 ミヤギ　マユ チャレンジ

8 石坂　 紗有里 イシザカ　サユリ 西崎中学校

No. 氏 名 フリガナ 所属

1 生盛 来実 セイモリ　クルミ FIVE FANTSISTA

2 加賀 小梅 カガ　コウメ GenTS

3 古波蔵 妃南 コハグラ　ヒナ GenTS

4 崎間　 千景 サキマ　チカゲ GenTS

5 廣渡　 澪 ヒロワタリ　ミヲ GenTS

6 榮門　 星夏 エイモン　セナ RiseTC

7 新城　 英万 シンジョウ　エマ STS.jr

8 松田 果凛 マツダ　カリン チャレンジ

9 吉村 宥南 ヨシムラ　ユナ ドリームTS

10 神里　 琴音 カミザト　コトネ 南星中学校

11 平川　 桃子 ヒラカワ　モモコ 八洲学園大学国際高校

12 熊野　 智花 クマノ　チカ ユニバーサル

（　沖縄　）シリーズ大会

14歳以下 女子シングルス

16歳以下 女子シングルス

2020　九州ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄｼﾘｰｽﾞ大会選手ﾘｽﾄ



No. 氏 名 フリガナ 所属

1 星 海 ホシ　ウミ eクラブjr.

2 赤嶺 香鳴 アカミネ　カナル 浦添高校

3 石原 汐梨 イシハラ　シオリ 浦添高校

4 新城 紋音 シンジョウ　アヤネ 浦添高校

5 比嘉 幸花 ヒガ　サチカ 浦添高校

6 銘苅 柚衣 メカル　ユイ 浦添高校

7 丑番　 希恵 ウシバン　キエ 沖縄尚学高校

8 山内 キラリ ヤマウチ　キラリ 具志川高校

9 陣内　 野乃華 ジンナイ　ノノカ コザ高校

10 照屋　 愛華 テルヤ　アイカ コザ高校

11 渡久地　 凛音 トグチ　リオ コザ高校

12 中里　 遥 ナカザト　ハルカ コザ高校

13 金城 あかり キンジョウ　アカリ 首里高校

14 下地 琉加 シモジ　ルカ 首里高校

15 古里 萌乃果 フルサト　ホノカ 首里高校

16 宮城　 利佳 ミヤギ　リカ 首里高校

17 當眞 帆夏 トウマ　ホノカ 那覇国際高校

2020　九州ｼﾞｭﾆｱｻｰｷｯﾄｼﾘｰｽﾞ大会選手ﾘｽﾄ
（　沖縄　）シリーズ大会

18歳以下 女子シングルス



No. 氏 名 フリガナ 所属

村木 優太 ムラキ　ユウタ PHT

仲村 康希 ナカムラ　コウキ PHT

田口 大輔 タグチ　ダイスケ 潮平小学校

嘉味田 丞 カミダ　タスク ハートフル・ピット

長崎 凌弥 ナガサキ　リョウヤ 首里森TC

喜久里 心琉 キクザト　アイル 首里森TC

大城　 優心 オオシロ　ヒロト ユニバーサル

日渡　 翔己 ヒワタシ　ショウキ ユニバーサル

No. 氏 名 フリガナ 所属

呉屋 優毅 ゴヤ　ユウキ PHT

大城 達希 オオシロ　タツキ 首里中学校

長崎 寿啓 ナガサキ　トシヒロ 首里森TC

盛島　 響希 モリシマ　ヒビキ 首里森TC

北島 碧 キタジマ　アオイ 長田小学校

普久本 安裕 フクモト　ヤスヒロ 首里森TC

漢那 亮貴 カンナ　リョウキ 西原ジュニア

運天 孝介 ウンテン　コウスケ 西原ジュニア

4

14歳以下 男子ダブルス

1

2

3

4
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12歳以下 男子ダブルス

1

2

3



No. 氏 名 フリガナ 所属

大城 盛弥 オオシロ　セイヤ KT2

高江洲 義朗 タカエス　ヨシロウ YKCT

喜久川 椿 キクガワ　ツバキ YKCT

喜久川 楓 キクガワ　カエデ YKCT

鉢嶺 拓海 ハチミネ　タクミ YKCT

安里 和真 アサト　カズマ GenTS

仲宗根 大遥 ナカソネ　タイヨウ 石田中学校

大城 颯太 オオシロ　ソウタ 石田中学校

島袋 智行 シマブクロ　トモキ 金城中学校

的場 颯人 マトバ　ハヤト 金城中学校

島袋 暉 シマブクロ　ヒカリ コザ中学校

島袋 千寛 シマブクロ　チヒロ コザ中学校

熱田 和紀 アッタ　カズキ 首里森TC

横山 蒼空 ヨコヤマ　ソラ 首里森TC

糸満 壱聖 イトマン　イッセイ 首里森TC

富髙 包音 トミタカ　パオ 首里森TC

盛島 光瑠 モリシマ　ヒカル 首里森TC

福地 佑貴 フクチ　ユウキ ロイヤルTE

谷口 結風 タニグチ　ユウ チャレンジ

宮城 洸弥 ミヤギ　コウヤ 西原東中学校

仲井間 宗琉 ナカイマ　ソウリ 真志喜中学校

呉屋 智輝 ゴヤ　トモキ 真志喜中学校

仲間 望 ナカマ　ノゾム ロイヤルTE

大城 琉翔 オオシロ　リュウト ロイヤルTE
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16歳以下 男子ダブルス
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No.1
No. 氏 名 フリガナ 所属

大盛 蒼生 オオモリ　アオイ YKCT

伊志嶺 孔太 イシミネ　コウタ YKCT

山城 慶大 ヤマシロ　ケイタ YKCT

大城 盛晃 オオシロ　モリアキ KT2

新垣 光 アラカキ　ヒカル 沖縄工業高校

高良 来斗 タカラ　ライト 沖縄工業高校

石原　 歩夢 イシハラ　アユム 沖縄工業高校

石原　 来夢 イシハラ　ライム 沖縄工業高校

上原　 風斗 ウエハラ　フウト 沖縄工業高校

嶋畑　 ハレルヤ シマハタ　ハレルヤ 沖縄工業高校

島袋 泰希 シマブクロ　ヒロキ 沖縄工業高校

具志堅 竜宝 グシケン　リュウホウ 沖縄工業高校

城地　 崚平 ジョウチ　リョウヘイ 沖縄工業高校

宮里　 理玖 ミヤザト　リク 沖縄工業高校

桃原 星二 トウバル　セイジ 沖縄工業高校

川満 勇輝 カワミツ　ユウキ 沖縄工業高校

友利 凌太朗 トモリ　リョウタロウ 沖縄工業高校

比嘉 健人 ヒガ　ケント 沖縄工業高校

長岡　 貴也 ナガオカ　タカヤ 沖縄工業高校

小嶺　 秀太 コミネ　シュウタ 沖縄工業高校

宮里　 佳意瑠 ミヤザト　カイル 沖縄工業高校

金城 孝義 キンジョウ　タカヨシ 沖縄工業高校

荻堂 公史郎 オギドウ　コウシロウ 沖縄尚学高校

喜屋武 一心 キャン　イッシン 沖縄尚学高校

翁長 諒磨 オナガ　リョウマ 興南高校

城田 勝平 シロタ　ショウヘイ 興南高校

神里 誓大 カミザト　セイタ 興南高校

宮城　 武人 ミヤギ　タケト 首里高校

上間 悠生 ウエマ　ユウ コザ高校

横田 和虎 ヨコダ　カズトラ コザ高校

兼次 陽太朗 カネツグ　ヨウタロウ コザ高校

新里 駿介 シンザト　シュンスケ コザ高校
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18歳以下 No.2
No. 氏 名 フリガナ 所属

末吉 瞬大 スエヨシ　コウダイ コザ高校

大城 響 オオシロ　ヒビキ コザ高校

桃原 大幸 トウバル　ヒロユキ コザ高校

山城 圭一郎 ヤマシロ　ケイイチロウ コザ高校

和智　 友哉 ワチ　トモヤ コザ高校

森　 健士郎 モリ　ケンシロウ コザ高校

大城 太志 オオシロ　タイシ 首里森TC

國吉 永将 クニヨシ　ナガマサ 首里森TC

屋嘉比 梨恩 ヤカビ　リオン 首里森TC

與那嶺 大輝 ヨナミネ　タイキ 那覇西高校

岸本 貴陽 キシモト　タカヒ 名護高校

謝花　 海希 ジャハナ　カイキ 首里森TC

金城 輝 キンジョウ　ヒカル 那覇高校

仲宗根 有輝 ナカソネ　ユウキ YKCT

奥原 唯人 オクハラ　ユイト 西原高校

長嶺 颯 ナガミネ　ハヤテ 西原高校

仲宗根　 柊茉 ナカソネ　シュウマ 西原高校

冨名腰　 楽 フナコシ　ラン 西原高校

伊佐 隆正 イサ　リュウセイ ハートフル・ピット

荒川　 拓来 アラカワ　ヒラク 沖縄尚学高校

仲間　 大倖 ナカマ　ヒロユキ 前原高校

比嘉　 翼 ヒガ　ツバサ 興南高校
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No. 氏 名 フリガナ 所属

比嘉 桜実 ヒガ　チエリ Cherry Moon

根間　 美空 ネマ　ミソラ 西原ジュニア

呉屋 有紀奈 ゴヤ　ユキナ PHT

仲村 朱理 ナカムラ　アカリ PHT

矢野　 綺菜 ヤノ　アヤナ UTC

小形 美楽 オガタ　ミラク Mジョイテニスクラブ

宇良　 妃織 ウラ　ヒオリ 田場小学校

松代　 奈海 マツシロ　ナミ 首里森TC

No. 氏 名 フリガナ 所属

植村　 青澄 ウエムラ　アズミ GenTS

宮城　 麻由 ミヤギ　マユ チャレンジ

嘉数　 ちひろ カカズ　チヒロ T.C.µ

渡久地　 杜生 トグチ　トキ GenTS

石坂　 紗有里 イシザカ　サユリ 西崎中学校

玉那覇 璃 タマナハ　リリ realize
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14歳以下 女子ダブルス
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No. 氏 名 フリガナ 所属

生盛 来実 セイモリ　クルミ FIVE FANTSISTA

仲村 和呼 ナカムラ　ワコ FIVE FANTSISTA

廣渡　 澪 ヒロワタリ　ミヲ GenTS

加賀 小梅 カガ　コウメ GenTS

中川 媛莉 ナカガワ　ヒメリ 具志川東中学校

有銘 杏奈 アリメ　アンナ 具志川東中学校

平川　 桃子 ヒラカワ　モモコ 八洲学園大学国際高校

熊野　 智花 クマノ　チカ ユニバーサル

No. 氏 名 フリガナ 所属

新城 紋音 シンジョウ　アヤネ 浦添高校

銘苅 柚衣 メカル　ユイ 浦添高校

比嘉 幸花 ヒガ　サチカ 浦添高校

石原 汐梨 イシハラ　シオリ 浦添高校

陣内　 野乃華 ジンナイ　ノノカ コザ高校

中里　 遥 ナカザト　ハルカ コザ高校

照屋　 愛華 テルヤ　アイカ コザ高校

東 紗和 アズマ　サワ 北中城高校

渡久地　 凛音 トグチ　リオ コザ高校

山内 キラリ ヤマウチ　キラリ 具志川高校

江洲 明咲花 エス　アサカ 首里高校

古里 萌乃果 フルサト　ホノカ 首里高校

大城 亜唯梨 オオシロ　アイリ 首里高校

下地 琉加 シモジ　ルカ 首里高校

金城 あかり キンジョウ　アカリ 首里高校

大城 百叶 オオシロ　モモカ 首里高校

宮城　 利佳 ミヤギ　リカ 首里高校

星 海 ホシ　ウミ eクラブjr.

女子ダブルス
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