
2019DUNLOPジュニア沖縄県予選

Ｕ１２ＧＳ
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 F120740 TCμ 宇都宮 早絵 [1]  

   宇都宮 早絵 [1] 

2   Bye 1   

    宇都宮 早絵 [1] 

3 F149961 首里TS少年団 大城 綾音  8-0  

   大城 綾音  

4   Bye 16   

    宇都宮 早絵 [1] 

5 F172766 クニナカTS 大塚 もも  8-3  

   大塚 もも  

6 F149999 ユニバーサル 知念 愛羽 8-2   

    大塚 もも 

7   Bye 7  8-1  

   上地 琉可 [6]  

8 F149826 Scratch Jr 上地 琉可 [6]   

    宇都宮 早絵 [1] 

9 F121724 CLUB DPA☆沖縄 比嘉 桜実 [3]  6-2 6-1  

   比嘉 桜実 [3]  

10   Bye 3   

    比嘉 桜実 [3] 

11 F149439 港川小学校 浦野 優里  8-0  

   浦野 優里  

12   Bye 13   

    比嘉 桜実 [3] 

13 F172763 GenTS 下里 織世  8-0  

   下里 織世  

14 F149736 美東小学校 山本 いち 8-3   

    下里 織世 

15   Bye 5  8-4  

   呉屋 有紀奈 [7]  

16 F149655 PHT 呉屋 有紀奈 [7]   

    宇都宮 早絵 [1] 

17 F120739 田場小学校 宇良 妃織 [5]  6-1 6-3  

   宇良 妃織 [5]  

18   Bye 6   

    矢野 綺菜 

19 F150277 UTC 矢野 綺菜  8-6  

   矢野 綺菜  

20   Bye 11   

    根間 美空 [4] 

21 F172765 YKCT 泉 侑花  8-1  

   山田 星暉  

22 F149731 TTS 山田 星暉 8-1   

    根間 美空 [4] 

23   Bye 4  8-4  

   根間 美空 [4]  

24 F121721 西原ジュニア 根間 美空 [4]   

    玉那覇 碧 [2] 

25 F121720 首里森庭球倶楽部 松代 奈海 [8]  6-2 6-1  

   松代 奈海 [8]  

26   Bye 8   

    松代 奈海 [8] 

27 F121719 PHT 保久盛 新菜  8-0  

   保久盛 新菜  

28 F172764 TCμ 古堅 優音 8-6   

    玉那覇 碧 [2] 

29   Bye 15  8-1  

   今井 瑚々南  

30 F149679 フリー 今井 瑚々南   

    玉那覇 碧 [2] 

31   Bye 2  8-0  

   玉那覇 碧 [2]  

32 F121717 realize 玉那覇 碧 [2]  

令和元年９月１４日(土）県総合運動公園テニスコート　受付11：30～11：50



   

   

Ｕ１２GＳ（３位決定戦）

選手登録番号 所属団体

9 F121724 CLUB DPA☆沖縄 比嘉 桜実 [3] 

比嘉 桜実 [3] 

24 F121721 西原ジュニア 根間 美空 [4] 6-4,2-6,6-1



2019DUNLOPジュニア沖縄県予選

Ｕ１４ＧＳ
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 F120745 那覇中学校 石嶺 妃菜 [1]  

   石嶺 妃菜 [1] 

2   Bye 1   

    石嶺 妃菜 [1] 

3 F121725 首里森庭球倶楽部 嘉数 琉花  8-0  

   嘉数 琉花  

4 F172779 小禄中学校 真喜志 紅珀 8-3   

    石嶺 妃菜 [1] 

5 F150235 西原ジュニア 平良 望  8-5  

   平良 望  

6 F149631 宜野湾中学校 金城 栞奈 8-1   

    嘉数 ちひろ [5] 

7   Bye 7  8-2  

   嘉数 ちひろ [5]  

8 F120737 TCμ 嘉数 ちひろ [5]   

    石嶺 妃菜 [1] 

9 F120742 GenTS 植村 青澄 [4]  6-0 6-1  

   植村 青澄 [4]  

10   Bye 3   

    植村 青澄 [4] 

11 F149751 TCμ 次呂久 瑠海  8-2  

   次呂久 瑠海  

12 F150041 西原東小学校 仲宗根 彩葵 8-0   

    植村 青澄 [4] 

13 F149732 城北小学校 山田 那生  8-4  

   浦野 美優  

14 F149437 興南中学校 浦野 美優 8-6   

    宮里 日向 [8] 

15   Bye 5  8-3  

   宮里 日向 [8]  

16 F149569 小禄中学校 宮里 日向 [8]   

    渡久地 杜生 [3] 

17 F120744 TCμ 酒井 明日美 [7]  6-4 6-4  

   酒井 明日美 [7]  

18   Bye 6   

    仲宗根 琴音 

19 F121713 ユニバーサル 仲宗根 琴音  8-3  

   仲宗根 琴音  

20 F149821 那覇中学校 上江洲 日和 8-1   

    渡久地 杜生 [3] 

21 F150015 小禄中学校 竹内 珊瑚  8-1  

   竹内 珊瑚  

22 F150311 普天間中学校 簗取 蓮 9-8(4)   

    渡久地 杜生 [3] 

23   Bye 4  8-1  

   渡久地 杜生 [3]  

24 F120743 GenTS 渡久地 杜生 [3]   

    渡久地 杜生 [3] 

25 F120741 チャレンジ 宮城 麻由 [6]  6-3 6-2  

   宮城 麻由 [6]  

26   Bye 8   

    宮城 麻由 [6] 

27 F121701 realize 玉那覇 璃  9-7  

   玉那覇 璃  

28   Bye 10   

    石坂 紗有里 [2] 

29 F149923 那覇中学校 石嶺 美怜  8-0  

   東 茄緒  

30 F150148 strokes 東 茄緒 8-1   

    石坂 紗有里 [2] 

31   Bye 2  8-0  

   石坂 紗有里 [2]  

32 F120736 西崎中学校 石坂 紗有里 [2]  

令和元年９月１４日(土）県総合運動公園テニスコート　受付11：30～11：50



   

   

Ｕ１4GＳ（３位決定戦）

選手登録番号 所属団体

9 F120742 GenTS 植村 青澄 [4] 

石坂 紗有里 [2] 

32 F120736 西崎中学校 石坂 紗有里 [2] 1-6,7-5,7-6(3)



2019DUNLOPジュニア沖縄県予選

Ｕ１２ＧＤ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

010371 TCμ 宇都宮 早絵 [1] 

1 012741 realize 玉那覇 碧 宇都宮 早絵 [1] 

   玉那覇 碧 

2   Bye 1  宇都宮 早絵 [1] 

012746 PHT 呉屋 有紀奈  玉那覇 碧 

3 013310 UTC 矢野 綺菜 根間 美空 8-0  

012670 西原ジュニア 根間 美空 比嘉 桜実  

4 011944 CLUB DPA☆沖縄 比嘉 桜実 8-1  宇都宮 早絵 [1] 

    玉那覇 碧 

5   Bye 3 保久盛 新菜 8-2  

012779 PHT 保久盛 新菜 大城 綾音  

6 011452 首里TS少年団 大城 綾音  宇良 妃織 [2] 

    松代 奈海 

7   Bye 2 宇良 妃織 [2] 8-2  

010177 田場小学校 宇良 妃織 [2] 松代 奈海  

8 012688 首里森庭球倶楽部 松代 奈海  

   

Ｕ１２ＧＤ（３位決定戦）
選手登録番号 所属団体

012670 西原ジュニア 根間 美空 

4 011944 CLUB DPA☆沖縄 比嘉 桜実 根間 美空 

012779 PHT 保久盛 新菜 比嘉 桜実 

6 011452 首里TS少年団 大城 綾音 WO

令和元年9月16日(月祝)県総合レクドーム 受付8：30～8：50



2019DUNLOPジュニア沖縄県予選

Ｕ１４ＧＤ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

008005 西崎中学校 石坂 紗有里 [1] 

1 006962 那覇中学校 石嶺 妃菜 石坂 紗有里 [1] 

   石嶺 妃菜 

2   Bye 1  石坂 紗有里 [1] 

012677 ユニバーサル 仲宗根 琴音  石嶺 妃菜 

3 011584 首里森庭球倶楽部 嘉数 琉花 仲宗根 琴音 8-1  

014328 小禄中学校 宮里 日向 嘉数 琉花  

4 014418 小禄中学校 幸喜 結万 8-2  石坂 紗有里 [1] 

    石嶺 妃菜 

5   Bye 3 宮城 麻由 8-3  

007983 チャレンジ 宮城 麻由 植村 青澄  

6 010372 GenTS 植村 青澄  嘉数 ちひろ [2] 

    渡久地 杜生 

7   Bye 2 嘉数 ちひろ [2] 8-3  

009776 TCμ 嘉数 ちひろ [2] 渡久地 杜生  

8 010946 GenTS 渡久地 杜生  

   

  

Ｕ１4ＧＤ（３位決定戦）
選手登録番号 所属団体

012677 ユニバーサル 仲宗根 琴音 

3 011584 首里森庭球倶楽部 嘉数 琉花 宮城 麻由 

007983 チャレンジ 宮城 麻由 植村 青澄 

6 010372 GenTS 植村 青澄 8-1

令和元年9月16日(月祝)県総合レクドーム 受付8：30～8：50



2019DUNLOPジュニア沖縄県予選

Ｕ１６ＧＤ
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

006632 STS.jr 新城 英万 [1] 

1 007082 石田中学校 當眞 寧菜 新城 英万 [1] 

   當眞 寧菜 

2   Bye 1  新城 英万 [1] 

008148 琉大附属中学校 多和田 麻菜  當眞 寧菜 

3 014622 琉大附属中学校 崎原 萌花 多和田 麻菜 8-0  

014786 興南中学校 大濵 亜子 崎原 萌花  

4 011568 興南中学校 安慶名 玲美 8-1  新城 英万 [1] 

014447 桑江中学校 ジョンソン 美魅  當眞 寧菜 

5 014225 桑江中学校 西尾 芽衣 名嘉座 朱音 8-0  

014747 石嶺中学校 名嘉座 朱音 大城 綾夏  

6 014836 石嶺中学校 大城 綾夏 8-1  与儀 夏芭 [6] 

    照屋 七菜 

7   Bye 7 与儀 夏芭 [6] 8-0  

012285 小禄中学校 与儀 夏芭 [6] 照屋 七菜  

8 014367 小禄中学校 照屋 七菜  新城 英万 [1] 

004961 寄宮中学校 下地 美満 [3]  當眞 寧菜 

9 014890 沖縄尚学高校 伊賀上 瑛穂 下地 美満 [3] 8-1  

   伊賀上 瑛穂  

10   Bye 3  下地 美満 [3] 

013331 Scratch Jr 渡辺 千春  伊賀上 瑛穂 

11 013679 Scratch Jr 金城 そら 渡辺 千春 8-0  

014746 石嶺中学校 奥間 彩衣里 金城 そら  

12 014910 石嶺中学校 照屋 春来 8-0  仲本 海鈴 

014197 小禄中学校 サトーゴ モニカ ゆうな  山城 萌々愛 

13 014534 小禄中学校 玉城 瑞稀 仲本 海鈴 w.o. 

012062 具志川東中学校 仲本 海鈴 山城 萌々愛  

14 012944 具志川東中学校 山城 萌々愛 8-2  仲本 海鈴 

    山城 萌々愛 

15   Bye 5 下地 愛菜 [8] 8-3  

008794 港川中学校 下地 愛菜 [8] 高良 汐  

16 014272 琉大附属中学校 高良 汐  新城 英万 [1] 

011571 小禄中学校 具志 菜々子 [5]  當眞 寧菜 

17 011570 小禄中学校 具志 萌々子 具志 菜々子 [5] 6-3 6-1  

   具志 萌々子  

18   Bye 6  具志 菜々子 [5] 

015107 石嶺中学校 美里 稟恋  具志 萌々子 

19 014745 石嶺中学校 長嶺 優衣 喜友名 伶奈 8-4  

012993 読谷中学校 喜友名 伶奈 榮門 星夏  

20 010340 Rise TC 榮門 星夏 8-0  具志 菜々子 [5] 

014912 石嶺中学校 與那嶺 花音  具志 萌々子 

21 015260 石嶺中学校 西平 ひなみ 中川 媛莉 8-6  

013367 具志川東中学校 中川 媛莉 有銘 杏奈  

22 013368 具志川東中学校 有銘 杏奈 8-0  中川 媛莉 

    有銘 杏奈 

23   Bye 4 大湾 優衣 [4] 8-2  

005015 TCμ 大湾 優衣 [4] 生盛 来実  

24 010773 FIVE FANTASISTA 生盛 来実  具志 菜々子 [5] 

014600 潮平中学校 伊是名 桜香 [7]  具志 萌々子 

25 014607 潮平中学校 本目 愛香 伊是名 桜香 [7] 8-3  

   本目 愛香  

26   Bye 8  嵩原 愛羅 

014455 桑江中学校 宮城 まな美  我如古 恋杏 

27 014438 桑江中学校 山川 珠 嵩原 愛羅 8-2  

013388 具志川東中学校 嵩原 愛羅 我如古 恋杏  

28 013374 具志川東中学校 我如古 恋杏 8-0  嵩原 愛羅 

    我如古 恋杏 

29   Bye 15 玉寄 帆香 9-7  

014904 石嶺中学校 玉寄 帆香 金城 琴奈  

30 014749 石嶺中学校 金城 琴奈  崎原 琉花 [2] 

    池間 美南 

31   Bye 2 崎原 琉花 [2] 8-0  

013423 琉大附属中学校 崎原 琉花 [2] 池間 美南  

32 006202 琉大附属中学校 池間 美南  

令和元年9月15日(日）漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50



   

  

Ｕ１6ＧＤ（３位決定戦）
選手登録番号 所属団体

012062 具志川東中学校 仲本 海鈴 

14 012944 具志川東中学校 山城 萌々愛 仲本 海鈴 

013388 具志川東中学校 嵩原 愛羅 山城 萌々愛 

28 013374 具志川東中学校 我如古 恋杏 8-5


