
大城 達希 首里中学校
3

呉屋 優毅 PHT

普久本 安裕 首里森TC
2

北島 碧 長田小学校

盛島 順位

1
漢那 亮貴 西原ジュニア

運天 北島 普久本 呉屋 大城 長崎

4
田口 大輔 潮平小学校

3
村木 優太 PHT

2

仲村 康希 PHT

1

日渡 長崎 喜久里 村木 仲村

勝敗 勝率氏 名 所　属 漢那

嘉味田 丞 ハートフル・ピット

運天 孝介 西原ジュニア

盛島 響希 首里森TC

勝率 順位

大城 優心 ユニバーサル

１２才以下男子ダブルス
令和元年８月２日(金)　うるま市具志川テニスコート　８：３０～８：５０受付　

氏 名 所　属

喜久里 心琉 首里森TC

長崎 凌弥 首里森TC

日渡 翔己 ユニバーサル

１４才以下男子ダブルス
令和元年８月１７日(土)　うるま市具志川テニスコート　８：３０～８：５０受付　

4
長崎 寿啓 首里森TC

田口 嘉味田 勝敗大城



１６才以下男子ダブルス
令和元年８月１７日(土)　うるま市具志川テニスコート　１０：３０～１０：５０受付　

決勝までの予定　

富髙 包音 首里森TC
12

糸満 壱聖 首里森TC

的場 颯人 金城中学校
11

島袋 智行 金城中学校

高江洲 義朗 YKCT
10

大城 盛弥 KT2

糸満 富髙 勝敗 勝率 順位D 氏 名 所　属 大城 高江洲 島袋

安里 和真 GenTS
9

鉢嶺 拓海 YKCT

島袋 千寛 コザ中学校
8

島袋 暉 コザ中学校

宮城 洸弥 西原東中学校

順位

7
谷口 結風 チャレンジ

島袋 島袋 鉢嶺 安里 勝敗 勝率C 氏 名 所　属 谷口 宮城

喜久川 楓 YKCT
6

喜久川 椿 YKCT

呉屋 智輝 真志喜中学校
5

仲井間 宗琉 真志喜中学校

福地 佑貴 ロイヤルTE
4

盛島 光瑠 首里森TC

呉屋 喜久川 喜久川 勝敗 勝率 順位B 氏 名 所　属 盛島 福地 仲井間

大城 颯太 石田中学校
3

仲宗根 大遥 石田中学校

横山 蒼空 首里森TC
2

熱田 和紀 首里森TC

大城 琉翔 ロイヤルTE

順位

1
仲間 望 ロイヤルTE

A 氏 名 所　属 仲間 大城 熱田 横山 仲宗根 大城 勝敗 勝率

３位決定戦

的場



22

24
大盛 蒼生 YKCT

23

仲宗根 有輝 YKCT

石原 歩夢 沖縄工業高校

石原 来夢 沖縄工業高校

喜屋武 一心 沖縄尚学高校

山城 勝敗 勝率

桃原 星二 沖縄工業高校

川満 勇輝 沖縄工業高校

順位

13

末吉 瞬大 コザ高校

具志堅 竜宝 沖縄工業高校
島袋 泰希 沖縄工業高校

14

長嶺 颯 西原高校
奥原 唯人 西原高校

健士郎 コザ高校
和智 友哉 コザ高校

順位

金城 孝義 沖縄工業高校
宮里 佳意瑠 沖縄工業高校

森

4

B 氏 名 所　属 伊佐 荒川 仲宗根 冨名腰 城地 宮里 勝敗

来斗 沖縄工業高校
新垣 光 沖縄工業高校

荻堂 公史郎 沖縄尚学高校

大城 盛晃 KT2

11

１８才以下男子ダブルス
令和元年８月１１日(日)　うるま市具志川テニスコート　８：３０～８：５０受付　

新里 駿介

冨名腰

コザ高校

決勝までの予定　

比嘉 翼 興南高校
仲間 大倖 前原高校

1

山城 慶大 YKCT

城田 勝平 興南高校
翁長 諒磨 興南高校

陽太朗 コザ高校
3

兼次

10

高良

A 氏 名 所　属 仲間 比嘉 新垣 高良 兼次 新里 勝敗 勝率 順位

5
仲宗根 柊茉 西原高校

2

C 氏 名 所　属 翁長 城田 宮里 金城 和智 森 勝敗 勝率 順位

勝率 順位

楽 西原高校

6
城地 崚平 沖縄工業高校

宮里 理玖 沖縄工業高校

8

7

12

D 氏 名 所　属 山城 大城 島袋 具志堅 奥原 長嶺 勝敗 勝率

9

荒川 拓来 沖縄尚学高校
伊佐 隆正 ハートフル・ピット

E 氏 名 所　属 荻堂 喜屋武 末吉 大城 上原 嶋畑 勝敗 勝率 順位

15

大城 響 コザ高校
上原 風斗 沖縄工業高校

嶋畑 ハレルヤ 沖縄工業高校

謝花 海希 首里森TC
岸本 貴陽 名護高校

F 氏 名 所　属 岸本 謝花 桃原 川満 桃原

16

18 山城 圭一郎 コザ高校
桃原 大幸 コザ高校

17

G 氏 名 所　属 石原 石原 上間 横田 金城 仲宗根 勝敗 勝率 順位

20 横田 和虎 コザ高校
上間 悠生 コザ高校

19

H 氏 名 所　属 大城 國吉 友利 比嘉 大盛 伊志嶺 勝敗 勝率 順位

金城 輝 那覇高校
21

比嘉

大城 太志 首里森TC

友利 凌太朗 沖縄工業高校

健人 沖縄工業高校

國吉 永将 首里森TC

伊志嶺 孔太 YKCT

I 氏 名 所　属 神里 宮城 長岡 小嶺 屋嘉比 與那嶺 勝敗 勝率 順位

25
神里 誓大 興南高校
宮城 武人 首里高校

26
長岡 貴也 沖縄工業高校

小嶺 秀太 沖縄工業高校

３位決定戦

27
屋嘉比 梨恩 首里森TC
與那嶺 大輝 那覇西高校


