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

014190 Scratch Jr 上地 琉可 [1] 

1 012677 ユニバーサル 仲宗根 琴音 上地 琉可 [1] 

   仲宗根 琴音 

2   Bye 1  上地 琉可 [1] 

012779 PHT 保久盛 新菜  仲宗根 琴音 

3 014339 古蔵小学校 平良 六河 平良 真野 6-2  

014742 ユニバーサル 平良 真野 知念 愛羽  

4 013700 ユニバーサル 知念 愛羽 6-0  上地 琉可 [1] 

    仲宗根 琴音 

5   Bye 3 松代 紗衣 6-0  

013232 首里森庭球倶楽部 松代 紗衣 次呂久 梨瑠  

6 014333 首里森庭球倶楽部 次呂久 梨瑠  呉屋 有紀奈 [2] 

    矢野 綺菜 

7   Bye 2 呉屋 有紀奈 [2] 6-2  

012746 PHT 呉屋 有紀奈 [2] 矢野 綺菜  

8 013310 UTC 矢野 綺菜  

   

  

令和元年11月4日（月祝）県総合運動公園レクドーム　受付9：30～9：50



令和元年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部)

Ｕ１４ＧＤ（１）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

012285 小禄中学校 与儀 夏芭 [1] 

1 014367 小禄中学校 照屋 七菜 与儀 夏芭 [1] 

   照屋 七菜 

2   Bye 1   

015519 与勝中学校 兼久 ひあの   

3 015527 与勝中学校 宮城 璃美   

015570 嘉手納中学校 大木 藍衣   

4 014916 嘉手納中学校 安和 幸花   

015072 沖縄東中学校 古謝 夏妃   

5 015109 沖縄東中学校 山根 いちご   

015523 浦西中学校 マッコール 亜彩 エレン   

6 013550 浦西中学校 高江洲 杏   

015077 首里中学校 津波 奏梨那   

7 015368 首里中学校 護得久 優愛   

015201 石田中学校 翁長 樹音   

8 015559 石田中学校 赤嶺 愛佳   

015156 潮平中学校 上原 つくし [9]   

9 015159 潮平中学校 喜納 瑞稀   

015233 石田中学校 大門 胡桃   

10 015555 石田中学校 赤嶺 ひかり   

015209 首里中学校 伊豆味 梨子   

11 015271 首里中学校 名嘉地 美月   

014680 仲井真中学校 宮里 日菜   

12 014938 仲井真中学校 野原 芽衣   

015239 石田中学校 平良 惇寧   

13 015221 石田中学校 赤嶺 星奈   

015114 石嶺中学校 松永 望夢   

14 015178 石嶺中学校 金城 百華   

     

15   Bye 7 安慶名 玲美 [6]  

011568 興南中学校 安慶名 玲美 [6] 浦野 美優  

16 011262 興南中学校 浦野 美優   

008267 浦西中学校 仲村 和呼 [3]   

17 010773 FIVE FANTASISTA 生盛 来実 仲村 和呼 [3]  

   生盛 来実  

18   Bye 3   

015136 沖縄東中学校 仲村 結杏   

19 015139 沖縄東中学校 真栄田 美夢   

015539 与勝中学校 伊計 美憂   

20 015535 与勝中学校 森根 伶凪   

015155 潮平中学校 松茂良 心美   

21 015062 潮平中学校 赤嶺 汐奈美   

015084 首里中学校 島袋 恋   

22 015237 首里中学校 村山 みなみ   

015222 石田中学校 新里 愛理   

23 015236 石田中学校 村田 夢   

015214 小禄中学校 太田 侑里 [14]   

24 015111 小禄中学校 真喜志 紅珀   

014386 西原中学校 上原 小桜 [11]   

25 015228 西原中学校 玉寄 紗希   

014534 小禄中学校 玉城 瑞稀   

26 014535 小禄中学校 金城 杏咲   

015193 潮平中学校 武田 琉里   

27 015210 潮平中学校 金城 琴乃   

014387 那覇中学校 上江洲 日和   

28 015420 那覇中学校 本永 真奈   

015556 仲井真中学校 丸山 七穂   

29 015554 仲井真中学校 與儀 清花   

015463 石田中学校 大城 ソラ   

30 015240 石田中学校 饒平名 真生   

     

31   Bye 5 根間 美空 [7]  

012670 西原ジュニア 根間 美空 [7] 比嘉 桜実  

32 011944 CLUB DPA☆沖縄 比嘉 桜実  

令和元年11月17日（日）東風平運動公園テニスコート　受付11：30～11：50

　決勝戦



令和元年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部)

Ｕ１４ＧＤ（２）
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

014197 小禄中学校 サトーゴ モニカ ゆうな [8]  

33 014434 小禄中学校 竹内 珊瑚 サトーゴ モニカ ゆうな [8] 

   竹内 珊瑚 

34   Bye 6   

014636 石田中学校 宮城 鈴   

35 012979 石田中学校 玉城 怜   

015525 与勝中学校 大山 リアナ   

36 015196 与勝中学校 横山 英未   

015065 潮平中学校 下門 小春   

37 015064 潮平中学校 新里 桃香   

015274 首里中学校 原国 菜羽   

38 015238 首里中学校 玉城 野乃   

015218 石田中学校 今井 ひなた   

39 015200 石田中学校 嵩原 結   

015244 西原中学校 上間 七優 [12]   

40 015346 西原中学校 比嘉 心野   

014630 潮平中学校 屋富祖 咲希 [13]   

41 014606 潮平中学校 玉城 柚生   

015571 嘉手納中学校 古謝 柚月   

42 014699 嘉手納中学校 我謝 奈名子   

015550 仲井真中学校 嶺井 如葵   

43 015558 仲井真中学校 赤嶺 美涼   

015154 小禄中学校 小田 愛依音   

44 015215 小禄中学校 新垣 奈歩   

014603 石田中学校 宮里 穂乃華   

45 014595 石田中学校 比嘉 彩李   

015022 首里中学校 嘉手納 望   

46 014791 首里中学校 新田 野乃   

     

47   Bye 4 宮城 麻由 [4]  

007983 チャレンジ 宮城 麻由 [4] 植村 青澄  

48 010372 GenTS 植村 青澄   

014600 潮平中学校 伊是名 桜香 [5]   

49 014607 潮平中学校 本目 愛香 伊是名 桜香 [5]  

   本目 愛香  

50   Bye 8   

012332 伊良波中学校 佐久田 亜美   

51 012111 伊良波中学校 神 明日香   

014923 沖縄東中学校 中山 華   

52 015067 沖縄東中学校 悦 妃良   

014604 石田中学校 宮坂 成海   

53 014635 石田中学校 金城 杏奈   

015563 与勝中学校 奥間 春果   

54 015565 与勝中学校 我如古 美羅   

015553 仲井真中学校 川畑 結花   

55 015551 仲井真中学校 比嘉 りんか   

014328 小禄中学校 宮里 日向 [10]   

56 014418 小禄中学校 幸喜 結万   

015142 石嶺中学校 下地 紀穂   

57 015126 石嶺中学校 金城 帆南   

015510 仲井真中学校 上地 果穂   

58 014660 仲井真中学校 石川 可恋   

011642 石田中学校 喜名 涼葉   

59 011451 石田中学校 次呂久 瑠海   

015357 西原中学校 大浜 優衣   

60 015385 西原中学校 知念 明加梨   

014709 嘉手納中学校 伊波 梨央   

61 014698 嘉手納中学校 吉田 優音   

015113 首里中学校 前原 幸来   

62 015078 首里中学校 比嘉 あこ   

     

63   Bye 2 嘉数 琉花 [2]  

011584 首里森庭球倶楽部 嘉数 琉花 [2] 宇良 妃織  

64 010177 田場小学校 宇良 妃織  

令和元年11月17日（日）東風平運動公園テニスコート　受付11：30～11：50
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009776 TCμ 嘉数 ちひろ [1] 

1 006962 那覇中学校 石嶺 妃菜 嘉数 ちひろ [1] 

   石嶺 妃菜 

2   Bye 1  嘉数 ちひろ [1] 

015329 普天間高校 友利 美桜  石嶺 妃菜 

3 015402 普天間高校 米須 愛夏 友利 美桜 6-0  

015400 与勝高校 大庭 かれん 米須 愛夏  

4 015401 与勝高校 安次富 心乃花 6-0  嘉数 ちひろ [1] 

013005 浦添高校 増村 まゆみ  石嶺 妃菜 

5 013046 陽明高校 末吉 涼華 松本 咲穂 6-0  

012628 那覇高校 松本 咲穂 渡具知 芽生  

6 012736 那覇高校 渡具知 芽生 6-4  古波蔵 妃南 [5] 

    眞喜志 和奏 

7   Bye 7 古波蔵 妃南 [5] 6-3  

012585 具志川高校 古波蔵 妃南 [5] 眞喜志 和奏  

8 014436 具志川高校 眞喜志 和奏  嘉数 ちひろ [1] 

012740 realize 玉那覇 璃 [4]  石嶺 妃菜 

9 012741 realize 玉那覇 碧 玉那覇 璃 [4] 6-2  

   玉那覇 碧  

10   Bye 3  玉那覇 璃 [4] 

015008 小禄高校 久髙 美羽  玉那覇 碧 

11 012815 小禄高校 島本 夏海 久髙 美羽 6-2  

012309 読谷高校 崎原 綾乃 島本 夏海  

12 012310 読谷高校 鈴木 夏月 6-3  玉那覇 璃 [4] 

    玉那覇 碧 

13   Bye 12 前原 ひかり 6-4  

015408 与勝高校 前原 ひかり 安里 涼  

14 015391 与勝高校 安里 涼  上地 未穂 [6] 

    上地 里来 

15   Bye 5 上地 未穂 [6] 6-0  

009025 浦添高校 上地 未穂 [6] 上地 里来  

16 009442 陽明高校 上地 里来  比嘉 美徳 [2] 

015371 具志川商業高校 上間 美希 [8]  當眞 帆夏 

17 012586 具志川商業高校 知念 利音 上間 美希 [8] 6-1  

   知念 利音  

18   Bye 6  豊里 知大 

012993 読谷中学校 喜友名 伶奈  高良 莉央 

19 013458 GenTS 崎間 千景 豊里 知大 6-1  

009529 那覇高校 豊里 知大 高良 莉央  

20 013405 那覇高校 高良 莉央 6-4  豊里 知大 

015434 小禄高校 大城 穂乃佳  高良 莉央 

21 015407 小禄高校 親里 琴音 大城 穂乃佳 6-2  

013459 読谷高校 儀保 陽愛 親里 琴音  

22 015424 読谷高校 神村 幸抱 7-6(2)  大湾 優衣 [3] 

    平良 二湖 

23   Bye 4 大湾 優衣 [3] 6-0  

005015 TCμ 大湾 優衣 [3] 平良 二湖  

24 007869 古蔵中学校 平良 二湖  比嘉 美徳 [2] 

014087 首里高校 下地 琉加 [7]  當眞 帆夏 

25 010430 首里高校 古里 萌乃果 下地 琉加 [7] 6-3  

   古里 萌乃果  

26   Bye 8  安慶名 果鈴 

013294 与勝高校 安慶名 果鈴  山根 若菜 

27 013313 与勝高校 山根 若菜 安慶名 果鈴 w.o. 

013502 普天間高校 宮城 妃咲 山根 若菜  

28 013643 普天間高校 池原 百花 6-1  比嘉 美徳 [2] 

    當眞 帆夏 

29   Bye 15 多和田 麻菜 6-0  

008148 琉大附属中学校 多和田 麻菜 榮門 星夏  

30 010340 沖縄尚学中学校 榮門 星夏  比嘉 美徳 [2] 

    當眞 帆夏 

31   Bye 2 比嘉 美徳 [2] 6-0  

006227 那覇国際高校 比嘉 美徳 [2] 當眞 帆夏  

32 004066 那覇国際高校 當眞 帆夏  

令和元年10月26日（土）漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50
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010320 小禄高校 大城 澄怜 [1] 

1 011139 小禄高校 神 和圭菜 大城 澄怜 [1] 

   神 和圭菜 

2   Bye 1  大城 澄怜 [1] 

010973 首里高校 大城 百叶  神 和圭菜 

3 006239 首里高校 渡久地 咲希 大城 百叶 6-3  

   渡久地 咲希  

4   Bye 16  大城 澄怜 [1] 

012374 北中城高校 東 紗和  神 和圭菜 

5 013344 GenTS 照屋 愛華 東 紗和 6-2  

015454 西原高校 大城 亜依莉 照屋 愛華  

6 015451 西原高校 安村 玲奈 6-1  仲宗根 羽七 [7] 

    山田 梨々花 

7   Bye 7 仲宗根 羽七 [7] 6-0  

012594 球陽高校 仲宗根 羽七 [7] 山田 梨々花  

8 010222 球陽高校 山田 梨々花  宮城 利佳 [4] 

003716 首里高校 宮城 利佳 [4]  金城 あかり 

9 003929 首里高校 金城 あかり 宮城 利佳 [4] 6-0  

   金城 あかり  

10   Bye 3  宮城 利佳 [4] 

014417 西原高校 仲里 佳夏  金城 あかり 

11 011224 西原高校 宮川 美南海 安次富 さくら 6-1  

014452 具志川高校 安次富 さくら 新垣 美琉  

12 013037 具志川高校 新垣 美琉 6-0  宮城 利佳 [4] 

014518 与勝高校 山城 きらり  金城 あかり 

13 001602 与勝高校 田崎 結依 山城 きらり 6-3  

014406 普天間高校 福地 美咲 田崎 結依  

14 014942 普天間高校 野底 泉玲 6-0  渡久地 凛音 [8] 

    渡久地 杜生 

15   Bye 5 渡久地 凛音 [8] 6-2  

009466 GenTS 渡久地 凛音 [8] 渡久地 杜生  

16 010946 GenTS 渡久地 杜生  宮城 利佳 [4] 

010245 コザ高校 中里 遥 [5]  金城 あかり 

17 010363 コザ高校 陣内 野乃華 中里 遥 [5] 6-4  

   陣内 野乃華  

18   Bye 6  新城 英万 

008653 球陽高校 中原 南海  當眞 寧菜 

19 007824 球陽高校 大城 由衣菜 新城 英万 6-0  

006632 STS.jr 新城 英万 當眞 寧菜  

20 007082 チャレンジ 當眞 寧菜 6-2  新城 英万 

    當眞 寧菜 

21   Bye 14 大城 亜唯梨 6-0  

011376 首里高校 大城 亜唯梨 江洲 明咲花  

22 009740 首里高校 江洲 明咲花  山内 キラリ [3] 

    稲福 葵南 

23   Bye 4 山内 キラリ [3] 6-1  

010565 具志川高校 山内 キラリ [3] 稲福 葵南  

24 010559 具志川高校 稲福 葵南  新城 英万 

003519 那覇高校 我喜屋 茜 [6]  當眞 寧菜 

25 005933 小禄高校 生盛 志歩 我喜屋 茜 [6] 6-3  

   生盛 志歩  

26   Bye 8  我喜屋 茜 [6] 

014348 首里高校 小渡 ゆきの  生盛 志歩 

27 011357 首里高校 比嘉 理留 小渡 ゆきの 6-1  

   比嘉 理留  

28   Bye 10  加賀 小梅 [2] 

010322 糸満高校 上原 琴梨  廣渡 澪 

29 010327 糸満高校 池間 野々香 上原 琴梨 6-0  

011229 西原高校 吉田 海梨 池間 野々香  

30 010771 西原高校 金城 萌音 6-1  加賀 小梅 [2] 

    廣渡 澪 

31   Bye 2 加賀 小梅 [2] 6-0  

014761 GenTS 加賀 小梅 [2] 廣渡 澪  

32 005915 GenTS 廣渡 澪  

令和元年10月26日（土）漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50


