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

012475 長田小学校 北島 碧 [1] 

1 011608 琉大附属小学校 普久本 安裕 北島 碧 [1] 

   普久本 安裕 

2   Bye 1  北島 碧 [1] 

012675 OSTT 国吉 真弦 [7]  普久本 安裕 

3 011633 首里森庭球倶楽部 徳海 宏祐 仲村 康希 6-2  

012942 PHT 仲村 康希 村木 優太  

4 014090 PHT 村木 優太 6-4  北島 碧 [1] 

012524 チャレンジ 松田 龍樹 [4]  普久本 安裕 

5 010373 GenTS 植村 大河 松田 龍樹 [4] 6-2  

014026 TCμ 呉屋 晴智 植村 大河  

6 014028 ハ～トフル・ピット 石新 翔大 6-4  松田 龍樹 [4] 

014245 Scratch Jr 上地 琉生 [8]  植村 大河 

7 012673 ユニバーサル 日渡 連次 上地 琉生 [8] 6-2  

012963 小禄TS少年団 池田 伊織 日渡 連次  

8 014350 YKCT 泉 幸樹 6-4  北島 碧 [1] 

009730 OSTT 富永 宗  普久本 安裕 

9 014266 OSTT 馬詰 航 次呂久 由恭 [5] 7-5  

014391 Scratch Jr 次呂久 由恭 [5] 渡辺 寛多  

10 012939 Scratch Jr 渡辺 寛多 6-0  次呂久 由恭 [5] 

012441 首里森庭球倶楽部 喜久里 心琉  渡辺 寛多 

11 012040 首里森庭球倶楽部 長崎 凌弥 喜久里 心琉 6-0  

012158 ハ～トフル・ピット 嘉味田 丞 [3] 長崎 凌弥  

12 010184 潮平小学校 田口 大輔 6-0  次呂久 由恭 [5] 

014949 小禄中学校 渡嘉敷 駿斗  渡辺 寛多 

13 015167 小禄中学校 金城 航兵 渡嘉敷 駿斗 7-6(2)  

013511 PHT 大山 拓真 [6] 金城 航兵  

14 014566 PHT 藤村 龍兵 6-4  仲宗根 暖日 [2] 

013767 与那原小学校 村上 蓮恩  比嘉 惇壬定 

15 014915 与那原小学校 知花 青空 仲宗根 暖日 [2] 6-0  

013542 ユニバーサル 仲宗根 暖日 [2] 比嘉 惇壬定  

16 010950 Aアスリートクラブ 比嘉 惇壬定 6-2  
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008664 ユニバーサル 大城 優心 [1] 

1 009793 ユニバーサル 日渡 翔己 大城 優心 [1] 仲宗根 善杜 [9] 今村 Taven拓nichols [7]

   日渡 翔己 富髙 包音 小坂 陽光 

2   Bye 1  大城 優心 [1] 今村 Taven拓nichols [7] 6-1  

014621 首里中学校 砂川 虎唯  日渡 翔己 小坂 陽光 

3 014940 首里中学校 英 大悟 久高 秀平 6-4  

014991 北谷中学校 久高 秀平 又吉 和磨  

4 006785 北谷中学校 又吉 和磨 6-0  大城 優心 [1] 

015121 伊良波中学校 仲門 祐人  日渡 翔己 

5 015562 伊良波中学校 真玉橋 信之介 仲門 祐人 6-1  

012769 昭和薬科中学校 宮里 侑希 真玉橋 信之介  

6 015547 昭和薬科中学校 知花 晴史 w.o. 安谷屋 紫陽 [15] 

014617 桑江中学校 シンプソン マイルズ琉  浦田 創 

7 014619 桑江中学校 野國 倖多 安谷屋 紫陽 [15] 6-0  

013665 南風原中学校 安谷屋 紫陽 [15] 浦田 創  

8 012822 南風原中学校 浦田 創 7-5  大城 優心 [1] 

011186 高江洲中学校 森根 秀人 [10]  日渡 翔己 

9 014909 高江洲中学校 石田 琉翔 森根 秀人 [10] 6-4  

014718 港川中学校 宮城 光希 石田 琉翔  

10 015199 港川中学校 平良 国尚 6-2  譜久原 大夢 

015542 伊良波中学校 古我知 大成  金城 利樹 

11 015537 伊良波中学校 古波蔵 海心 譜久原 大夢 6-3  

006990 豊見城中学校 譜久原 大夢 金城 利樹  

12 012444 豊見城中学校 金城 利樹 6-1  眞榮城 盛秀 

015130 真志喜中学校 ウォーカー 海人  知花 健汰 

13 015120 真志喜中学校 羽根 幸生 池原 優斗 6-3  

014609 琉大附属中学校 池原 優斗 阿南 斗唯  

14 014215 琉大附属中学校 阿南 斗唯 7-6  眞榮城 盛秀 

015534 与勝中学校 眞榮城 盛秀  知花 健汰 

15 014257 与勝中学校 知花 健汰 眞榮城 盛秀 6-0  

012592 YKCT 下地 浩太郎 [8] 知花 健汰  

16 013228 首里森庭球倶楽部 山川 倖和 6-2  仲宗根 善杜 [9] 

014369 首里中学校 名嘉山 良太 [3]  富髙 包音 

17 014380 首里中学校 宮平 貴将 名嘉山 良太 [3] 6-4  

   宮平 貴将  

18   Bye 3  名嘉山 良太 [3] 

014844 伊良波中学校 喜舎場 悠平  宮平 貴将 

19 012669 伊良波中学校 赤嶺 樹生 佐藤 拓海 6-2  

015494 桑江中学校 佐藤 拓海 饒波 俊輔  

20 014615 桑江中学校 饒波 俊輔 6-2  大城 達希 [13] 

014763 興南中学校 山田 匠太郎  比嘉 輝 

21 015524 興南中学校 柳原 幸太郎 中澤 龍 7-5  

013747 小禄中学校 中澤 龍 小橋川 龍太  

22 014928 小禄中学校 小橋川 龍太 6-4  大城 達希 [13] 

015543 具志川中学校 上原 玲央  比嘉 輝 

23 015328 具志川中学校 渡真利 大夢 大城 達希 [13] 6-1  

007970 首里中学校 大城 達希 [13] 比嘉 輝  

24 010365 石田中学校 比嘉 輝 6-0  仲宗根 善杜 [9] 

011472 realize 仲宗根 善杜 [9]  富髙 包音 

25 012038 首里森庭球倶楽部 富髙 包音 仲宗根 善杜 [9] 7-6(3)  

015365 首里中学校 玉元 誠央 富髙 包音  

26 015358 首里中学校 田場 聖也 6-1  仲宗根 善杜 [9] 

012239 Rise TC 潮平 拓己  富髙 包音 

27 012975 Rise TC 糸洲 朝桜 潮平 拓己 6-1  

012222 上山中学校 伊是名 和樹 糸洲 朝桜  

28 012223 上山中学校 前田 ゆう太 6-4  仲宗根 善杜 [9] 

014345 琉大附属中学校 喜納 一陽  富髙 包音 

29 014628 琉大附属中学校 比嘉 雄理 宮城 直輝 6-1  

015405 与勝中学校 宮城 直輝 知念 壮吾  

30 015135 与勝中学校 知念 壮吾 6-2  大城 力斗 

014893 南風原中学校 大城 力斗  當真 聡太 

31 015068 南風原中学校 當真 聡太 大城 力斗 6-4  

010412 昭和薬科中学校 中村 倫雅 [6] 當真 聡太  

32 015575 昭和薬科中学校 仲本 泰悟 6-2  
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012961 宜野湾中学校 今村 Taven拓nichols [7]  

33 008823 宜野湾中学校 小坂 陽光 今村 Taven拓nichols [7] 

015513 鏡原中学校 東恩納 大地 小坂 陽光 

34 014072 鏡原中学校 髙江洲 颯和 6-0  今村 Taven拓nichols [7] 

014891 南風原中学校 浜田 琉夢  小坂 陽光 

35 014707 南風原中学校 長山 真宙 浜田 琉夢 6-0  

011421 港川中学校 宮里 玖仁斗 長山 真宙  

36 015223 港川中学校 翁長 保尚 6-4  今村 Taven拓nichols [7] 

015520 伊良波中学校 城間 陽斗  小坂 陽光 

37 015522 伊良波中学校 赤嶺 岳昭 伊波 良 6-0  

010242 UTC 伊波 良 小谷 蓮  

38 014459 具志川中学校 小谷 蓮 6-4  仲本 裕政 [11] 

015055 桑江中学校 伊禮 俊太  呉屋 優毅 

39 015198 桑江中学校 古橋 アレックス誠 仲本 裕政 [11] 6-0  

014841 首里中学校 仲本 裕政 [11] 呉屋 優毅  

40 011054 首里中学校 呉屋 優毅 6-0  今村 Taven拓nichols [7] 

010240 読谷中学校 具志堅 晴輝 [16]  小坂 陽光 

41 015283 読谷中学校 金城 太陽 山田 芽生 7-5  

012789 琉大附属中学校 山田 芽生 玉那覇 龍樹  

42 014659 琉大附属中学校 玉那覇 龍樹 6-4  山田 芽生 

014927 小禄中学校 安里 皐  玉那覇 龍樹 

43 014808 小禄中学校 高嶺 賢太 寺西 崚太朗 6-3  

012707 沖縄尚学中学校 寺西 崚太朗 秋山 華瑠  

44 012854 沖縄尚学中学校 秋山 華瑠 6-1  内川 太朗 

010238 昭和薬科中学校 内川 太朗  瀧口 悠 

45 009469 沖縄尚学中学校 瀧口 悠 内川 太朗 6-2  

015467 高江洲中学校 仲里 朝陽 瀧口 悠  

46 014958 高江洲中学校 比嘉 心将 6-1  内川 太朗 

015560 伊良波中学校 上原 斗佳  瀧口 悠 

47 015182 伊良波中学校 金城 好春 中村 拓磨 [4] 6-4  

009608 昭和薬科中学校 中村 拓磨 [4] 知念 琥珀  

48 014463 昭和薬科中学校 知念 琥珀 6-0  今村 Taven拓nichols [7] 

014651 首里中学校 仲本 舜 [5]  小坂 陽光 

49 014624 首里中学校 大村 朝修 仲本 舜 [5] 6-1  

014034 真志喜中学校 上江洲 つかさ 大村 朝修  

50 015552 真志喜中学校 木下 幹太 6-3  伊覇 侑隼 

012701 上山中学校 幸地 博音  玉城 希 

51 012714 上山中学校 湖城 杏介 伊覇 侑隼 6-2  

015532 高江洲中学校 伊覇 侑隼 玉城 希  

52 015036 高江洲中学校 玉城 希 6-0  盛島 響希 [12] 

014743 小禄中学校 平仲 司  與那嶺 陽生 

53 014752 小禄中学校 新垣 侑音 平仲 司 6-1  

011409 伊良波中学校 外間 大貴 新垣 侑音  

54 012718 伊良波中学校 大城 海 6-2  盛島 響希 [12] 

011599 YKCT 喜久川 椿  與那嶺 陽生 

55 014473 沖縄東中学校 新城 安希 盛島 響希 [12] 6-4  

011212 首里森庭球倶楽部 盛島 響希 [12] 與那嶺 陽生  

56 011597 小禄南小学校 與那嶺 陽生 6-3  盛島 響希 [12] 

013521 南風原中学校 上原 康寛 [14]  與那嶺 陽生 

57 014697 南風原中学校 平良 友樹 上原 康寛 [14] 6-1  

014920 首里中学校 山田 颯士 平良 友樹  

58 014943 首里中学校 日高 健朗 6-3  上原 康寛 [14] 

012681 興南中学校 真喜志 有武  平良 友樹 

59 014771 興南中学校 金城 紀代祐 真喜志 有武 6-1  

014662 昭和薬科中学校 大里 喜郎 金城 紀代祐  

60 015569 昭和薬科中学校 平良 和也 6-1  中村 勇槻 [2] 

014409 琉大附属中学校 國吉 淳将  内川 大二朗 

61 014201 琉大附属中学校 照喜名 朝昇 國吉 淳将 6-3  

011019 与勝中学校 山城 幸也 照喜名 朝昇  

62 014536 与勝中学校 玉栄 祐知 6-4  中村 勇槻 [2] 

    内川 大二朗 

63   Bye 2 中村 勇槻 [2] 6-1  

009929 Rise TC 中村 勇槻 [2] 内川 大二朗  

64 010239 豊崎小学校 内川 大二朗  
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013686 Scratch Jr 仲宗根 大遥 [1] 

1 006866 首里森庭球倶楽部 盛島 光瑠 仲宗根 大遥 [1] 仲本 凌里都 仲本 凌里都

   盛島 光瑠 石坂 アリスト 石坂 アリスト

2   Bye 1  佐藤 由人 安里 和真 [5] 7-5  

013096 那覇西高校 佐藤 由人  長嶺 廉 比嘉 優稀

3 013098 那覇西高校 長嶺 廉 佐藤 由人 w.o. 

015299 コザ高校 山内 海人 長嶺 廉  

4 015399 コザ高校 末吉 瞬大 7-6(3)  佐藤 由人 

    長嶺 廉 

5   Bye 17 熊谷 琉生 6-1  

015517 普天間高校 熊谷 琉生 金城 琳久  

6 012298 普天間高校 金城 琳久  熊谷 琉生 

    金城 琳久 

7   Bye 15 平良 陽 w.o. 

012646 西原高校 平良 陽 角田 真凪人  

8 014127 西原高校 角田 真凪人  平良 拓太郎 [7] 

009609 ロイヤルTE 久場 瞭志 [9]  藤井 拓人 

9 009407 高江洲中学校 国吉 皆斉 久場 瞭志 [9] 6-3  

   国吉 皆斉  

10   Bye 9  城間 胡飛 

015297 那覇西高校 城間 胡飛  神谷 奏汰 

11 007021 那覇西高校 神谷 奏汰 城間 胡飛 w.o. 

014411 北谷高校 富田 清弥 神谷 奏汰  

12 015110 北谷高校 長谷川 志央 7-6(3)  平良 拓太郎 [7] 

    藤井 拓人 

13   Bye 25 大城 柚貴 6-4  

015323 那覇国際高校 大城 柚貴 木山 朝陽  

14 006211 那覇国際高校 木山 朝陽  平良 拓太郎 [7] 

    藤井 拓人 

15   Bye 7 平良 拓太郎 [7] 6-0  

010706 高江洲中学校 平良 拓太郎 [7] 藤井 拓人  

16 011714 高江洲中学校 藤井 拓人  仲本 凌里都 

009548 YKCT 喜久川 楓 [3]  石坂 アリスト 

17 006971 首里中学校 金城 朝夢 喜久川 楓 [3] 7-6(3)  

   金城 朝夢  

18   Bye 3  仲本 凌里都 

007875 那覇西高校 仲本 凌里都  石坂 アリスト 

19 012962 那覇西高校 石坂 アリスト 仲本 凌里都 w.o. 

012272 那覇高校 仲村 仁志 石坂 アリスト  

20 015140 那覇高校 大嶺 慣太 6-0  仲本 凌里都 

    石坂 アリスト 

21   Bye 20 儀間 大輝 6-2  

015315 那覇国際高校 儀間 大輝 大城 祐太朗  

22 015316 那覇国際高校 大城 祐太朗  大城 響 [13] 

    新里 駿介 

23   Bye 13 大城 響 [13] w.o. 

015362 コザ高校 大城 響 [13] 新里 駿介  

24 012686 コザ高校 新里 駿介  仲本 凌里都 

015386 北谷高校 前堂 太聖 [12]  石坂 アリスト 

25 013799 北谷高校 渡名喜 想太 前堂 太聖 [12] 6-3  

   渡名喜 想太  

26   Bye 11  前堂 太聖 [12] 

012417 西原高校 喜屋武 龍樹  渡名喜 想太 

27 012030 西原高校 我謝 圭亮 宮城 青空 6-0  

012839 普天間高校 宮城 青空 長浜 裕大  

28 012926 普天間高校 長浜 裕大 w.o. 前堂 太聖 [12] 

015502 石川高校 仲西 滉太  渡名喜 想太 

29 015503 石川高校 東風平 景心 久場 照希 6-1  

015546 具志川高校 久場 照希 花城 創太  

30 013572 具志川高校 花城 創太 w.o. 久場 照希 

    花城 創太 

31   Bye 5 漢那 亮貴 [8] w.o. 

008662 西原ジュニア 漢那 亮貴 [8] 運天 孝介  

32 012340 西原ジュニア 運天 孝介  
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012183 GenTS 安里 和真 [5]  

33 011604 普天間高校 比嘉 優稀 安里 和真 [5] 

   比嘉 優稀 

34   Bye 6  安里 和真 [5] 

012588 普天間高校 仲宗根 匠海  比嘉 優稀 

35 012830 普天間高校 大山 朝陽 仲宗根 匠海 6-0  

   大山 朝陽  

36   Bye 27  安里 和真 [5] 

013986 与勝高校 新垣 淑斗  比嘉 優稀 

37 013289 与勝高校 濱口 龍 新垣 淑斗 7-5  

015382 北谷高校 新川 孝斗 濱口 龍  

38 015374 北谷高校 新里 琉月 6-3  玉城 伸 [11] 

    金城 和真 

39   Bye 12 玉城 伸 [11] 6-2  

015325 那覇国際高校 玉城 伸 [11] 金城 和真  

40 015318 那覇国際高校 金城 和真  安里 和真 [5] 

012546 コザ高校 兼次 陽大朗 [14]  比嘉 優稀 

41 013045 コザ高校 阿久津 雄矢 兼次 陽大朗 [14] 6-2  

   阿久津 雄矢  

42   Bye 14  嘉手納 匠作 

013003 那覇西高校 嘉手納 匠作  高良 凌 

43 013853 那覇西高校 高良 凌 嘉手納 匠作 6-4  

   高良 凌  

44   Bye 19  坂本 悠輔 

012697 琉大附属中学校 坂本 悠輔  坂本 聖弥 

45 012695 普天間高校 坂本 聖弥 坂本 悠輔 6-2  

013054 具志川高校 伊覇 瑞起 坂本 聖弥  

46 013369 具志川高校 照屋 慧桐 6-0  坂本 悠輔 

    坂本 聖弥 

47   Bye 4 宮城 青空 [4] 6-4  

011587 沖縄尚学中学校 宮城 青空 [4] 小浜 守大郎  

48 010945 コザ小学校 小浜 守大郎  安里 和真 [5] 

011959 那覇高校 上地 勇太郎 [6]  比嘉 優稀 

49 005410 那覇高校 宮脇 俊介 上地 勇太郎 [6] 6-2  

   宮脇 俊介  

50   Bye 8  上原 隆太郎 

013053 那覇西高校 上原 隆太郎  赤崎 翔太 

51 013269 YKCT 赤崎 翔太 上原 隆太郎 6-4  

   赤崎 翔太  

52   Bye 26  上原 隆太郎 

012445 那覇西高校 前川 優斗  赤崎 翔太 

53 013428 那覇西高校 平良 俊人 中山 大輔 6-2  

012165 普天間高校 中山 大輔 清川 颯斗  

54 015526 普天間高校 清川 颯斗 7-6(5)  仲宗根 吉秀 [10] 

    的場 颯人 

55   Bye 10 仲宗根 吉秀 [10] 7-5  

011199 Scratch Jr 仲宗根 吉秀 [10] 的場 颯人  

56 014780 金城中学校 的場 颯人  澤岻 匠也 [2] 

015394 南風原高校 新垣 情  立津 陽向 

57 015398 南風原高校 男 津波賢史朗 新垣 情 6-0  

   男 津波賢史朗  

58   Bye 16  津波 勇矢 

009221 西原高校 奥原 唯仁  玉那覇 圭 

59 013580 西原高校 長嶺 颯 津波 勇矢 6-3  

015312 那覇西高校 津波 勇矢 玉那覇 圭  

60 013105 那覇西高校 玉那覇 圭 w.o. 澤岻 匠也 [2] 

    立津 陽向 

61   Bye 31 平良 海翔 6-2  

015320 那覇国際高校 平良 海翔 徳元 皓樹  

62 015317 那覇国際高校 徳元 皓樹  澤岻 匠也 [2] 

    立津 陽向 

63   Bye 2 澤岻 匠也 [2] 6-2  

009344 高江洲中学校 澤岻 匠也 [2] 立津 陽向  

64 010383 高江洲中学校 立津 陽向  
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010091 コザ高校 和智 友哉 [1] 

1 011726 コザ高校 森 健士郎 和智 友哉 [1] 仲間 大倖 [12] 宮城 武人 [3]

   森 健士郎 大山 光輝 神里 誓大

2   Bye 1  和智 友哉 [1] 宮城 武人 [3] 6-3

011016 ハ～トフル・ピット 伊佐 隆正  森 健士郎 神里 誓大

3 007994 首里森庭球倶楽部 謝花 海希 伊佐 隆正 6-3  

014999 南風原高校 儀間 龍星 謝花 海希  

4 014143 南風原高校 大城 真 w.o. 和智 友哉 [1] 

011346 球陽高校 仲井間 拡旭  森 健士郎 

5 012142 球陽高校 新地 優磨 上原 陸人 6-0  

014769 那覇高校 上原 陸人 金城 将  

6 011018 那覇高校 金城 将 6-1  仲村渠 和哉 [16] 

011947 沖縄工業高校 友利 凌太朗  運天 先斗 

7 012529 沖縄工業高校 比嘉 健人 仲村渠 和哉 [16] 6-2  

014538 普天間高校 仲村渠 和哉 [16] 運天 先斗  

8 011114 普天間高校 運天 先斗 w.o. 和智 友哉 [1] 

006955 首里高校 大城 太志 [9]  森 健士郎 

9 003527 首里高校 大城 盛晃 大城 太志 [9] 6-2  

012484 小禄高校 仲里 聡真 大城 盛晃  

10 013619 小禄高校 山城 遥 6-1  大城 太志 [9] 

012519 球陽高校 天願 和瀬  大城 盛晃 

11 013762 球陽高校 新里 光基 仲底 秀 6-3  

011411 首里高校 仲底 秀 野崎 真平  

12 011418 首里東高校 野崎 真平 6-0  大城 太志 [9] 

015448 沖縄工業高校 具志堅 竜宝  大城 盛晃 

13 015380 沖縄工業高校 島袋 泰希 天願 大夢 6-1  

003125 美来工科高校 天願 大夢 知念 憲希  

14 014497 美来工科高校 知念 憲希 w.o. 幸喜 涼太 

011178 那覇国際高校 幸喜 涼太  玉城 浩輔 

15 010936 那覇国際高校 玉城 浩輔 幸喜 涼太 6-1  

004795 ロイヤルTE 仲間 望 [6] 玉城 浩輔  

16 008663 ロイヤルTE 大城 琉翔 w.o. 仲間 大倖 [12] 

006007 名護高校 岸本 貴陽 [4]  大山 光輝 

17 002717 嘉手納高校 島袋 愛基 岸本 貴陽 [4] 6-4  

   島袋 愛基  

18   Bye 3  岸本 貴陽 [4] 

014755 南風原高校 仲原 純平  島袋 愛基 

19 014753 南風原高校 比嘉 彗翔 仲原 純平 6-0  

014426 球陽高校 國吉 健人 比嘉 彗翔  

20 014433 球陽高校 安里 南海 6-1  岸本 貴陽 [4] 

011267 西原高校 國吉 莉久  島袋 愛基 

21 014444 西原高校 知念 修斗 宮里 佳意瑠 6-3  

011274 沖縄工業高校 宮里 佳意瑠 金城 孝義  

22 010917 沖縄工業高校 金城 孝義 w.o. 宮里 佳意瑠 

010476 那覇国際高校 大西 優人  金城 孝義 

23 014384 那覇西高校 赤嶺 孝佳 宮國 英俊 [14] 6-0  

005916 普天間高校 宮國 英俊 [14] 平良 一晃  

24 011157 普天間高校 平良 一晃 6-2  仲間 大倖 [12] 

009217 前原高校 仲間 大倖 [12]  大山 光輝 

25 000950 首里高校 大山 光輝 仲間 大倖 [12] 6-3  

013789 球陽高校 仲宗根 一成 大山 光輝  

26 015505 球陽高校 長倉 洋希 6-1  仲間 大倖 [12] 

010546 首里高校 伊志嶺 孔太  大山 光輝 

27 010921 首里高校 大盛 蒼生 伊志嶺 孔太 6-1  

010557 沖縄工業高校 上原 風斗 大盛 蒼生  

28 011291 沖縄工業高校 比嘉 琢真 6-1  仲間 大倖 [12] 

014366 那覇高校 屋宜 俊貴  大山 光輝 

29 010916 那覇高校 金城 敏也 屋宜 俊貴 6-3  

010460 読谷高校 糸村 昌宗 金城 敏也  

30 012291 読谷高校 與那嶺 琉也 6-4  城田 勝平 [7] 

006006 糸満高校 上原 僚ノ介  翁長 諒磨 

31 012137 糸満高校 久手堅 憲武 城田 勝平 [7] 6-0  

002541 興南高校 城田 勝平 [7] 翁長 諒磨  

32 011189 興南高校 翁長 諒磨 6-2  

令和元年12月26日（木）県総合運動公園レクドーム　受付８：３０～８：５０

　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)  

Ｕ１８ＢＤ（２） 令和元年12月26日（木）県総合運動公園レクドーム　受付８：３０～８：５０

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 

012520 首里高校 屋嘉比 梨恩 [8]  

33 010194 那覇西高校 與那嶺 大輝 屋嘉比 梨恩 [8] 

014757 南風原高校 我如古 陸斗 與那嶺 大輝 

34 014754 南風原高校 真保栄 壱成 6-0  屋嘉比 梨恩 [8] 

011130 普天間高校 屋嘉比 一馬  與那嶺 大輝 

35 014405 普天間高校 町田 尋 屋嘉比 一馬 6-2  

011957 読谷高校 安里 陸人 町田 尋  

36 010994 読谷高校 松田 燈樹 w.o. 大城 晃平 

006228 小禄高校 仲宗根 有輝  西平 尚希 

37 010934 小禄高校 屋冨祖 和馬 大城 晃平 7-5  

011180 糸満高校 大城 晃平 西平 尚希  

38 008791 浦添高校 西平 尚希 6-2  大城 晃平 

013026 球陽高校 仲宗根 愛  西平 尚希 

39 012108 球陽高校 山城 槙斗 金城 志優 [10] 7-5  

010919 那覇高校 金城 志優 [10] 金城 輝  

40 009273 那覇高校 金城 輝 6-0  宮城 武人 [3] 

005314 首里中学校 大城 盛弥 [13]  神里 誓大 

41 010593 沖縄東中学校 高江洲 義朗 喜納 璃音 6-4  

011486 那覇高校 喜納 璃音 粟国 琉翔  

42 014768 那覇高校 粟国 琉翔 w.o. 川満 勇輝 

007866 沖縄工業高校 川満 勇輝  桃原 星二 

43 009180 沖縄工業高校 桃原 星二 川満 勇輝 6-4  

014371 那覇国際高校 仲島 佳希 桃原 星二  

44 014889 那覇国際高校 金城 健太郎 6-2  宮城 武人 [3] 

012126 美来工科高校 屋我 颯人  神里 誓大 

45 014545 美来工科高校 玉城 卓恵 仲宗根 卓人 6-0  

012610 球陽高校 仲宗根 卓人 平良 健人  

46 011446 球陽高校 平良 健人 6-2  宮城 武人 [3] 

    神里 誓大 

47   Bye 4 宮城 武人 [3] 6-0  

009491 首里高校 宮城 武人 [3] 神里 誓大  

48 002538 興南高校 神里 誓大  宮城 武人 [3] 

010165 美里高校 成田 時英 [5]  神里 誓大 

49 003524 興南高校 比嘉 翼 成田 時英 [5] 6-4  

013196 球陽高校 城間 盛太郎 比嘉 翼  

50 015514 球陽高校 眞壁 朝也 6-0  成田 時英 [5] 

014376 那覇高校 上原 悠  比嘉 翼 

51 014375 那覇高校 仲本 航平  w.o. 

013638 沖縄工業高校 新垣 光   

52 014067 沖縄工業高校 高良 来斗 Not Played 成田 時英 [5] 

014396 読谷高校 ハーティガン ジャクソン ケリー  比嘉 翼 

53 012292 読谷高校 砂川 康樹 ハーティガン ジャクソン ケリー 7-6(5)  

013002 首里東高校 久高 義汰 砂川 康樹  

54 010992 嘉手納高校 宮城 光幸 7-6(6)  仲村 秀吾 [11] 

012841 球陽高校 國吉 広乃  呉屋 凱斗 

55 010532 球陽高校 與那嶺 竜勢 仲村 秀吾 [11] 6-4  

009456 普天間高校 仲村 秀吾 [11] 呉屋 凱斗  

56 007764 普天間高校 呉屋 凱斗 6-0  成田 時英 [5] 

006198 首里高校 國吉 永将 [15]  比嘉 翼 

57 009732 首里高校 山城 慶大 傳道 将司 6-2  

008186 普天間高校 傳道 将司 大城 晟  

58 010362 コザ高校 大城 晟 6-3  傳道 将司 

012648 首里東高校 仲宗根 健人  大城 晟 

59 011929 首里東高校 有田 翔 仲宗根 柊茉 6-2  

009549 西原高校 仲宗根 柊茉 富名腰 楽  

60 014443 西原高校 富名腰 楽 6-4  傳道 将司 

014756 南風原高校 大城 真夏  大城 晟 

61 014751 南風原高校 知念 大樹 山城 和理 6-1  

013940 球陽高校 山城 和理 米川 太陽  

62 012487 球陽高校 米川 太陽 w.o. 山城 和理 

    米川 太陽 

63   Bye 2 石原 来夢 [2] w.o. 

008634 沖縄工業高校 石原 来夢 [2] 石原 歩夢  

64 008633 沖縄工業高校 石原 歩夢  


