
テニス大会2020年度天沼杯・玉友杯

男子ダブルス１
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals

000702 沖縄尚学高校 奥村 龍太郎 [1] 

1 002506 沖縄尚学高校 新垣 勇斗 奥村 龍太郎 [1] 

   新垣 勇斗 

2   Bye 1   

007021 那覇西高校 神谷 奏汰   

3 014384 那覇西高校 赤嶺 孝佳   

003125 美来工科高校 天願 大夢   

4 014545 美来工科高校 玉城 卓恵   

014366 那覇高校 屋宜 俊貴   

5 010916 那覇高校 金城 敏也   

011411 首里高校 仲底 秀   

6 006198 首里高校 國吉 永将   

014411 北谷高校 富田 清弥   

7 015110 北谷高校 長谷川 志央   

012137 糸満高校 久手堅 憲武   

8 012003 糸満高校 譜久村 好誠   

009217 前原高校 仲間 大倖   

9 012994 前原高校 粟國 豊光   

011006 宜野湾高校 玉木 翔   

10 015785 宜野湾高校 髙江洲 来希   

014753 南風原高校 比嘉 彗翔   

11 015747 南風原高校 瑞慶覧 太都   

006228 小禄高校 仲宗根 有輝   

12 010934 小禄高校 屋冨祖 和馬   

015773 沖縄水産高校 大城 ジャスティン   

13 015774 沖縄水産高校 大城 仁   

013016 知念高校 島袋 順大   

14 014311 知念高校 新垣 任寿   

     

15   Bye 15 仲村 秀吾 [13]  

009456 普天間高校 仲村 秀吾 [13] 呉屋 凱斗  

16 007764 普天間高校 呉屋 凱斗   

003525 首里高校 佐久間 叶和 [11]   

17 009492 首里高校 宮城 洸弥 佐久間 叶和 [11]  

   宮城 洸弥  

18   Bye 9   

014363 北中城高校 下地 星空   

19 010237 北中城高校 島袋 寛士   

009549 西原高校 仲宗根 柊茉   

20 014443 西原高校 富名腰 楽   

010476 那覇国際高校 大西 優人   

21 010936 那覇国際高校 玉城 浩輔   

014024 昭和薬科高校 上原 遥斗   

22 012245 昭和薬科高校 山城 諒也   

015312 那覇西高校 津波 勇矢   

23 013098 那覇西高校 長嶺 廉   

011001 沖縄工業高校 城地 崚平   

24 010110 沖縄工業高校 宮里 理玖   

014422 那覇西高校 仲地 亮磨   

25 014525 那覇西高校 宮城 龍一郎   

014945 前原高校 山城 大芽   

26 014946 前原高校 村吉 海駆   

011298 興南高校 オーフィールド 昇   

27 010972 興南高校 二宮 侃月   

015760 開邦高校 今西 球大   

28 007812 開邦高校 谷口 拓真   

013940 球陽高校 山城 和理   

29 012487 球陽高校 米川 太陽   

012165 普天間高校 中山 大輔   

30 015526 普天間高校 清川 颯斗   

     

31   Bye 7 和智 友哉 [6]  

010091 コザ高校 和智 友哉 [6] 森 健士郎  

32 011726 コザ高校 森 健士郎  

令和2年4月19日(日）県総合運動公園庭球場　受付 8：30～8：50



テニス大会2020年度天沼杯・玉友杯

男子ダブルス２
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals

002713 沖縄尚学高校 我謝 慎 [3]  

33 005865 沖縄尚学高校 谷口 結風 我謝 慎 [3] 

   谷口 結風 

34   Bye 3   

011406 コザ高校 新城 正也   

35 010151 コザ高校 花城 洸樹   

013385 中部農林高校 上地 拓人   

36 015753 中部農林高校 仲村渠 有祐   

015394 南風原高校 新垣 情   

37 015398 南風原高校 津波 賢史朗   

011016 浦添高校 伊佐 隆正   

38 008791 浦添高校 西平 尚希   

015517 普天間高校 熊谷 琉生   

39 012298 普天間高校 金城 琳久   

013789 球陽高校 仲宗根 一成   

40 015505 球陽高校 長倉 洋希   

007875 那覇西高校 仲本 凌里都   

41 012962 那覇西高校 石坂 アリスト 仲本 凌里都  

   石坂 アリスト  

42   Bye 19   

015435 久米島高校 田口 隼夢   

43 015438 久米島高校 神谷 一太   

014405 普天間高校 町田 尋   

44 011657 普天間高校 金城 久遠   

015649 前原高校 平井 陽向   

45 014359 前原高校 照屋 利樹   

014106 興南高校 奥濱 真太郎   

46 013669 興南高校 森田 悠吾   

     

47   Bye 13 屋嘉比 梨恩 [16]  

012520 首里高校 屋嘉比 梨恩 [16] 山城 慶大  

48 009732 首里高校 山城 慶大   

010919 那覇高校 金城 志優 [9]   

49 009273 那覇高校 金城 輝 金城 志優 [9]  

   金城 輝  

50   Bye 11   

011902 首里高校 禰覇 拓磨   

51 009494 首里高校 赤嶺 耕陽   

012773 昭和薬科高校 肥谷 ゆま   

52 008142 昭和薬科高校 茂見 幸輔   

012546 コザ高校 兼次 陽大朗   

53 013045 コザ高校 阿久津 雄矢   

012622 前原高校 中川 響介   

54 013070 前原高校 神谷 義龍   

015512 球陽高校 安里 瑞貴   

55 015514 球陽高校 眞壁 朝也   

010165 美里高校 成田 時英   

56 015332 美里高校 新田 一斗   

012695 普天間高校 坂本 聖弥   

57 011604 普天間高校 比嘉 優稀   

015439 知念高校 大城 盛心   

58 015444 知念高校 川満 雄作   

013003 那覇西高校 嘉手納 匠作   

59 015297 那覇西高校 城間 胡飛   

015749 八重山高校 砂川 大稀   

60 014799 八重山高校 藤田 然   

014084 沖縄水産高校 平良 海渡   

61 015776 沖縄水産高校 比嘉 主僕   

010557 沖縄工業高校 上原 風斗   

62 011291 沖縄工業高校 比嘉 琢真   

     

63   Bye 5 比嘉 翼 [7]  

003524 興南高校 比嘉 翼 [7] 神里 誓大  

64 002538 興南高校 神里 誓大  

令和2年4月19日(日）県総合運動公園庭球場　受付 8：30～8：50
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007621 沖縄尚学高校 喜屋武 一心 [5]  

65 015661 沖縄尚学高校 越村 勇斗 喜屋武 一心 [5] 

   越村 勇斗 

66   Bye 6   

012140 前原高校 上間 晴斗   

67 011696 前原高校 勝連 穂輝   

012867 糸満高校 岡野 将暉   

68 014372 糸満高校 東内原 倫樹   

012519 球陽高校 天願 和瀬   

69 013762 球陽高校 新里 光基   

009805 興南高校 伊佐 一澄   

70 012156 興南高校 嘉味田 尚也   

013872 嘉手納高校 小原 弘陽   

71 012397 嘉手納高校 我如古 響喜   

014538 普天間高校 仲村渠 和哉   

72 011002 普天間高校 比嘉 輝人   

015775 沖縄水産高校 大城 竜   

73 015777 沖縄水産高校 松竹 竜誠   

014318 知念高校 大城 功輝   

74 014320 知念高校 玉城 秀磨   

013096 那覇西高校 佐藤 由人   

75 013853 那覇西高校 高良 凌   

004145 昭和薬科高校 伊礼 理貴   

76 006982 昭和薬科高校 川満 亮輔   

010362 コザ高校 大城 晟   

77 012686 コザ高校 新里 駿介   

014755 南風原高校 仲原 純平   

78 014999 南風原高校 儀間 龍星   

     

79   Bye 12 大城 盛晃 [12]  

003527 首里高校 大城 盛晃 [12] 大山 光輝  

80 000950 首里高校 大山 光輝   

008634 沖縄工業高校 石原 来夢 [14]   

81 008633 沖縄工業高校 石原 歩夢 石原 来夢 [14]  

   石原 歩夢  

82   Bye 14   

013437 那覇国際高校 嘉数 空   

83 013439 那覇国際高校 嘉数 陸   

011199 那覇西高校 仲宗根 吉秀   

84 014780 那覇西高校 的場 颯人   

015443 知念高校 前堂 聖   

85 015442 知念高校 宮城 唯夢   

013397 興南高校 盛根 伊吹   

86 009463 興南高校 街 一颯   

014016 昭和薬科高校 中村 和貴   

87 014051 昭和薬科高校 山田 羽也斗   

006007 名護高校 岸本 貴陽   

88 014870 名護高校 金城 拓真   

013034 首里高校 宮里 英大   

89 012027 首里高校 山内 一輝   

012610 球陽高校 仲宗根 卓人   

90 014433 球陽高校 安里 南海   

012588 普天間高校 仲宗根 匠海   

91 015781 普天間高校 平地 雅沙斗   

015140 那覇高校 大嶺 慣太   

92 005410 那覇高校 宮脇 俊介   

015672 前原高校 島袋 吉智   

93 011289 前原高校 門口 弘樹   

013941 北中城高校 前原 蓮   

94 014475 北中城高校 當山 蒼太   

     

95   Bye 4 荒川 拓来 [4]  

011561 沖縄尚学高校 荒川 拓来 [4] 荻堂 公史郎  

96 003523 沖縄尚学高校 荻堂 公史郎  

令和2年4月19日(日）県総合運動公園庭球場　受付 8：30～8：50
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006955 首里高校 大城 太志 [8]  

97 009491 首里高校 宮城 武人 大城 太志 [8] 

   宮城 武人 

98   Bye 8   

004148 昭和薬科高校 新垣 友祥   

99 012415 昭和薬科高校 玉城 奨   

015709 興南高校 六閣 高翔   

100 010982 興南高校 原田 優輝   

014757 南風原高校 我如古 陸斗   

101 014754 南風原高校 真保栄 壱成   

010196 コザ高校 上間 悠生   

102 014456 コザ高校 桃原 大幸   

011130 普天間高校 屋嘉比 一馬   

103 011114 普天間高校 運天 先斗   

014779 前原高校 上間 朝日   

104 014354 前原高校 歌代 響   

012665 宜野湾高校 富名腰 隆太朗   

105 012559 宜野湾高校 新垣 峻   

014769 那覇高校 上原 陸人   

106 011018 那覇高校 金城 将   

015772 読谷高校 仲田 源   

107 013811 読谷高校 桃原 大吾   

003021 八重山高校 大江 梨規   

108 008628 八重山高校 次呂久 昂太郎   

014798 普天間高校 上里 陽優   

109 015432 普天間高校 野原 圭剛   

015441 知念高校 上原 琉   

110 015440 知念高校 大城 将之亮   

     

111   Bye 10 糸満 壱聖 [10]  

012078 那覇西高校 糸満 壱聖 [10] 與那嶺 大輝  

112 010194 那覇西高校 與那嶺 大輝   

002541 興南高校 城田 勝平 [15]   

113 011189 興南高校 翁長 諒磨 城田 勝平 [15]  

   翁長 諒磨  

114   Bye 16   

011959 那覇高校 上地 勇太郎   

115 012272 那覇高校 仲村 仁志   

012126 美来工科高校 屋我 颯人   

116 014497 美来工科高校 知念 憲希   

011180 糸満高校 大城 晃平   

117 011272 糸満高校 山本 滉太   

013053 那覇西高校 上原 隆太郎   

118 013428 那覇西高校 平良 俊人   

010546 首里高校 伊志嶺 孔太   

119 010921 首里高校 大盛 蒼生   

005916 普天間高校 宮國 英俊   

120 011157 普天間高校 平良 一晃   

014508 浦添高校 仲村渠 魁盛   

121 014503 浦添高校 金城 功汰   

014781 前原高校 知念 大樹   

122 015647 前原高校 與那城 誠志   

013026 球陽高校 仲宗根 愛   

123 012108 球陽高校 山城 槙斗   

011178 那覇国際高校 幸喜 涼太   

124 012184 那覇国際高校 親富祖 佑成   

013033 首里高校 宮里 一路   

125 011996 首里高校 當間 重央   

011055 沖縄工業高校 小嶺 秀太   

126 014468 沖縄工業高校 長岡 貴也   

     

127   Bye 2 岡崎 奎太 [2]  

014897 沖縄尚学高校 岡崎 奎太 [2] 玉城 勇稀  

128 005493 沖縄尚学高校 玉城 勇稀  

令和2年4月19日(日）県総合運動公園庭球場　受付 8：30～8：50
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014164 沖縄尚学高校 山本 未来 [1] 

1 014094 沖縄尚学高校 藤永 笑子  

013458 コザ高校 崎間 千景  

2 013368 コザ高校 有銘 杏奈   

003519 那覇高校 我喜屋 茜   

3 012628 那覇高校 松本 咲穂   

014767 知念高校 宮城 絢佳   

4 012037 知念高校 平良 萌   

014452 具志川高校 安次富 さくら   

5 014436 具志川高校 眞喜志 和奏   

015008 小禄高校 久髙 美羽   

6 005933 小禄高校 生盛 志歩   

010716 那覇西高校 塩田 さち   

7 011260 那覇西高校 富濱 結那   

005915 普天間高校 廣渡 澪 [15]   

8 006202 普天間高校 池間 美南   

006227 那覇国際高校 比嘉 美徳 [10]   

9 004066 那覇国際高校 當眞 帆夏   

011770 開邦高校 宮元 杏乃   

10 011126 開邦高校 邱 一泓   

013293 コザ高校 田中 凜   

11 013247 コザ高校 田場 響月   

014518 与勝高校 山城 きらり   

12 013313 与勝高校 山根 若菜   

015437 小禄高校 嘉陽田 心恵   

13 015407 小禄高校 親里 琴音   

011224 西原高校 宮川 美南海   

14 010771 西原高校 金城 萌音   

012799 向陽高校 天願 こはな   

15 015770 向陽高校 新垣 聖   

014890 沖縄尚学高校 伊賀上 瑛穂 [6]   

16 015636 沖縄尚学高校 吉村 宥南   

000656 沖縄尚学高校 丑番 希恵 [4]   

17 014898 沖縄尚学高校 倉岡 彩夏   

012845 浦添高校 又吉 翼   

18 013005 浦添高校 増村 まゆみ   

009529 那覇高校 豊里 知大   

19 013405 那覇高校 高良 莉央   

013630 小禄高校 前里 好美   

20 013674 小禄高校 多嘉良 月花   

014974 向陽高校 天願 智賀   

21 011652 向陽高校 嶺井 ゆうり   

009597 開邦高校 大湾 碧   

22 015763 開邦高校 黒木 桜子   

015369 普天間高校 木村 葵   

23 012311 普天間高校 玉城 鈴   

010245 コザ高校 中里 遥 [13]   

24 010363 コザ高校 陣内 野乃華   

010565 具志川高校 山内 キラリ [11]   

25 010559 具志川高校 稲福 葵南   

015408 与勝高校 前原 ひかり   

26 015391 与勝高校 安里 涼   

015755 中部農林高校 大城 愛   

27 015756 中部農林高校 米須 輝来   

015650 那覇国際高校 宮城 杏唯   

28 014272 那覇国際高校 高良 汐   

012997 昭和薬科高校 恩田 瞳   

29 014131 昭和薬科高校 新城 妃夏   

010973 首里高校 大城 百叶   

30 009740 首里高校 江洲 明咲花   

013751 球陽高校 佐久間 結良   

31 012280 球陽高校 栗山 藍   

006251 沖縄尚学高校 熊野 智花 [7]   

32 015680 沖縄尚学高校 黒木 思歩  

令和2年4月12日(日）奥武山公園庭球場　受付：8：30～8：50



テニス大会2020年度天沼杯・玉友杯

女子ダブルス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

004961 沖縄尚学高校 下地 美満 [5]  

33 005853 沖縄尚学高校 友寄 愛加理  

013294 与勝高校 安慶名 果鈴  

34 001602 与勝高校 田崎 結依   

013625 知念高校 川智 夢叶   

35 013622 知念高校 謝花 梨里   

013502 普天間高校 宮城 妃咲   

36 013643 普天間高校 池原 百花   

010430 首里高校 古里 萌乃果   

37 011376 首里高校 大城 亜唯梨   

012944 コザ高校 山城 萌々愛   

38 013709 コザ高校 悦 好伶   

010906 開邦高校 濱田 かさね   

39 010988 開邦高校 野村 南実   

010320 小禄高校 大城 澄怜 [9]   

40 011139 小禄高校 神 和圭菜   

012594 球陽高校 仲宗根 羽七 [14]   

41 010222 球陽高校 山田 梨々花   

014417 西原高校 仲里 佳夏   

42 011229 西原高校 吉田 海梨   

012062 具志川高校 仲本 海鈴   

43 013374 具志川高校 我如古 恋杏   

011188 向陽高校 仲村渠 明   

44 014982 向陽高校 森田 そら   

013609 小禄高校 中澤 伊月季   

45 013679 小禄高校 金城 そら   

009462 那覇国際高校 友寄 百茶   

46 005015 那覇国際高校 大湾 優衣   

012736 那覇高校 渡具知 芽生   

47 007054 那覇高校 與那嶺 瑠亜   

015746 沖縄尚学高校 堀江 菜実 [3]   

48 015678 沖縄尚学高校 清水 真央   

003716 首里高校 宮城 利佳 [8]   

49 003929 首里高校 金城 あかり   

014491 浦添高校 比嘉 幸花   

50 014493 浦添高校 赤嶺 香鳴   

015434 小禄高校 大城 穂乃佳   

51 012815 小禄高校 島本 夏海   

015449 知念高校 富永 栞奈   

52 014414 知念高校 神里 真依   

013644 開邦高校 呉屋 真帆   

53 015766 開邦高校 田中 彩色   

015400 与勝高校 大庭 かれん   

54 015401 与勝高校 安次富 心乃花   

011461 那覇西高校 大城 すずか   

55 010545 那覇西高校 金城 美咲   

014761 コザ高校 加賀 小梅 [12]   

56 009466 コザ高校 渡久地 凛音   

011571 那覇高校 具志 菜々子 [16]   

57 011570 那覇高校 具志 萌々子   

014872 首里東高校 喜屋武 鈴梨   

58 013945 首里東高校 東江 利紗   

013367 前原高校 中川 媛莉   

59 013706 前原高校 新里 希星   

015329 普天間高校 友利 美桜   

60 015402 普天間高校 米須 愛夏   

012585 具志川高校 古波蔵 妃南   

61 013037 具志川高校 新垣 美琉   

009442 陽明高校 上地 里来   

62 008792 陽明高校 西平 佳代   

007869 小禄高校 平良 二湖   

63 013673 小禄高校 野原 李帆   

014165 沖縄尚学高校 松本 祐華 [2]   

64 014158 沖縄尚学高校 高岡 鈴蘭  

令和2年4月12日(日）奥武山公園庭球場　受付：8：30～8：50



テニス大会2020年度天沼杯・玉友杯

女子ダブルス　決勝戦
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

 

 

 

  


