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014245 Scratch Jr 上地 琉生 [1] 

1 012673 ユニバーサル 日渡 連次 上地 琉生 [1] 

   日渡 連次 

2   Bye 1  田場 理来 

013244 UTC 前田 悠里  高橋 道 

3 014555 UTC 矢野 琉悟 田場 理来 7-6(4)  

015620 PHT 田場 理来 高橋 道  

4 015652 TCμ 高橋 道 7-6  田場 理来 

014120 GenTS 満屋 憧夢  高橋 道 

5 014103 GenTS 源河 朝陽 満屋 憧夢 6-3  

014955 OSTT 與儀 悠成 源河 朝陽  

6 014266 OSTT 馬詰 航 6-2  満屋 憧夢 

014368 Rise TC 平良 煌泉  源河 朝陽 

7 016113 Rise TC 神谷 琉斗 平良 煌泉 6-2  

   神谷 琉斗  

8   Bye 5  田場 理来 

    高橋 道 

9   Bye 6 上野 永遠 6-3  

013723 TCμ 上野 永遠 仲村 康希  

10 012942 GREEN HOUSE 仲村 康希  上野 永遠 

    仲村 康希 

11   Bye 4 伊佐 拓己 w.o. 

013507 TAGテニスアカデミー 伊佐 拓己 池原 匠  

12 012706 TCμ 池原 匠  仲宗根 悠日都 

014901 首里森庭球倶楽部 新垣 海斗  仲村 亮真 

13 014156 首里森庭球倶楽部 羽地 惺 仲宗根 悠日都 6-3  

014065 西原東小学校 仲宗根 悠日都 仲村 亮真  

14 015480 西原東小学校 仲村 亮真 6-2  仲宗根 悠日都 

    仲村 亮真 

15   Bye 2 久高 大和 7-5  

015203 チャレンジ 久高 大和 羽根 志祐  

16 015056 チャレンジ 羽根 志祐  
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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] 大城 優心[1] 大城 優心[1]

   日渡 翔己 日渡 翔己 日渡 翔己 

2   Bye 1  大城 優心 [1] 次呂久 由恭[7] 6-4  

015876 沖縄東中学校 呉屋 煌己  日渡 翔己 渡辺 寛多 

3 015881 沖縄東中学校 玉城 海 幸地 健志 6-0  

015497 安岡中学校 幸地 健志 幸地 弘樹  

4 015673 安岡中学校 幸地 弘樹 6-4  大城 優心 [1] 

012440 Nexus TC 喜久里 琉生  日渡 翔己 

5 014983 南星中学校 粟國 陽仁 喜久里 琉生 6-1  

015733 UTC 田邉 理勇 粟國 陽仁  

6 015834 UTC 翁長 洸太 6-4  喜久里 琉生 

016076 与勝中学校 森根 蓮  粟國 陽仁 

7 016147 与勝中学校 那覇 朔大朗 宮城 澄海 6-4  

015148 南星中学校 宮城 澄海 屋比久 琉惺  

8 013456 南星中学校 屋比久 琉惺 6-0  大城 優心 [1] 

012675 OSTT 国吉 真弦 [12]  日渡 翔己 

9 013511 PHT 大山 拓真 国吉 真弦 [12] 6-2  

   大山 拓真  

10   Bye 9  国吉 真弦 [12] 

014034 真志喜中学校 上江洲 つかさ  大山 拓真 

11 015552 真志喜中学校 木下 幹太 上江洲 つかさ 6-2  

010240 読谷中学校 具志堅 晴輝 木下 幹太  

12 015283 読谷中学校 金城 太陽 w.o. 北島 碧 [6] 

015186 上山中学校 信山 弘樹  普久本 安裕 

13 015671 上山中学校 金城 孝明 平山 義大 6-2  

015699 西原東中学校 平山 義大 諸見里 春汰  

14 015462 西原東中学校 諸見里 春汰 6-1  北島 碧 [6] 

    普久本 安裕 

15   Bye 7 北島 碧 [6] 6-4  

012475 琉大附属中学校 北島 碧 [6] 普久本 安裕  

16 011608 琉大附属中学校 普久本 安裕  大城 優心 [1] 

011054 TCμ 呉屋 優毅 [3]  日渡 翔己 

17 010365 TAGテニスアカデミー 比嘉 輝 呉屋 優毅 [3] 6-4  

   比嘉 輝  

18   Bye 3  呉屋 優毅 [3] 

014259 PHT 奥村 壮至  比嘉 輝 

19 014566 PHT 藤村 龍兵 玉元 誠央 6-1  

015365 首里中学校 玉元 誠央 田場 聖也  

20 015358 首里中学校 田場 聖也 6-1  呉屋 優毅 [3] 

012222 上山中学校 伊是名 和樹  比嘉 輝 

21 012239 Rise TC 潮平 拓己 伊是名 和樹 6-3  

016001 首里中学校 喜屋武 琢磨 潮平 拓己  

22 013651 首里中学校 小谷 悠斗 6-0  伊是名 和樹 

    潮平 拓己 

23   Bye 13 山川 倖和 [13] 6-1  

013228 Nexus TC 山川 倖和 [13] 平良 祐音  

24 013529 石田中学校 平良 祐音  呉屋 優毅 [3] 

012343 Rise TC 牧田 明大 [11]  比嘉 輝 

25 012975 Rise TC 糸洲 朝桜 牧田 明大 [11] 6-0  

   糸洲 朝桜  

26   Bye 11  牧田 明大 [11] 

015641 高江洲中学校 仲地 勇清  糸洲 朝桜 

27 015588 高江洲中学校 新垣 温希 仲地 勇清 6-0  

015867 宜野湾中学校 中地 晃大 新垣 温希  

28 015869 宜野湾中学校 神谷 学人 6-1  下地 浩太郎 [5] 

016159 仲井真中学校 仲西 彩人  與那嶺 陽生 

29 016160 仲井真中学校 宮城 琉 宮里 哲朗 6-4  

014838 石田中学校 宮里 哲朗 川畑 昇大  

30 015212 石田中学校 川畑 昇大 6-0  下地 浩太郎 [5] 

    與那嶺 陽生 

31   Bye 5 下地 浩太郎 [5] 6-0  

012592 YKCT 下地 浩太郎 [5] 與那嶺 陽生  

32 011597 鏡原中学校 與那嶺 陽生  

令和２年１１月８日（日）奥武山公園テニスコート　受付８：３０～８：５０
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012524 チャレンジ 松田 龍樹 [8]  

33 010373 GenTS 植村 大河 松田 龍樹 [8] 

   植村 大河 

34   Bye 6  松田 龍樹 [8] 

015894 上山中学校 新城 圭汰  植村 大河 

35 012714 上山中学校 湖城 杏介 新城 圭汰 6-0  

015997 首里中学校 大湾 喜生 湖城 杏介  

36 016003 首里中学校 普久原 契伍 6-4  ウォーカー 海人[10]

015489 高江洲中学校 大田 翔士  羽根 幸生 

37 015506 高江洲中学校 平安山 敏哉 又吉 未来 6-3  

012753 神森中学校 又吉 未来 秋山 華瑠  

38 012854 沖縄尚学中学校 秋山 華瑠 6-1  ウォーカー 海人[10]

    羽根 幸生 

39   Bye 12 ウォーカー 海人 [10] 6-1  

015130 真志喜中学校 ウォーカー 海人 [10] 羽根 幸生  

40 015120 真志喜中学校 羽根 幸生  中村 勇槻 [4] 

015888 沖縄東中学校 仲眞 優喜  盛島 響希 

41 015879 沖縄東中学校 佐々木 彪雅 大城 璃空 6-3  

013549 TAGテニスアカデミー 大城 璃空 知花 青空  

42 014915 TAGテニスアカデミー 知花 青空 6-0  大城 璃空 

015919 宜野湾中学校 東恩納 怜央  知花 青空 

43 015866 宜野湾中学校 當山 功貴 東恩納 怜央 6-1  

   當山 功貴  

44   Bye 19  中村 勇槻 [4] 

014283 読谷中学校 津波 晃星  盛島 響希 

45 015983 読谷中学校 齊藤 隆心 津波 晃星 6-1  

015982 潮平中学校 小林 奏 齊藤 隆心  

46 010184 TAGテニスアカデミー 田口 大輔 7-5  中村 勇槻 [4] 

    盛島 響希 

47   Bye 4 中村 勇槻 [4] 6-1  

009929 Rise TC 中村 勇槻 [4] 盛島 響希  

48 011212 石田中学校 盛島 響希  次呂久 由恭 [7] 

014391 Scratch Jr 次呂久 由恭 [7]  渡辺 寛多 

49 012939 Scratch Jr 渡辺 寛多 次呂久 由恭 [7] 6-3  

   渡辺 寛多  

50   Bye 8  次呂久 由恭 [7] 

015999 首里中学校 喜久里 至道  渡辺 寛多 

51 015366 首里中学校 志堅原 和真 喜久里 至道 6-0  

015492 安岡中学校 宮良 笙 志堅原 和真  

52 015488 安岡中学校 許田 丸斗 6-4  次呂久 由恭 [7] 

015719 GenTS 安里 侑麿  渡辺 寛多 

53 014058 GenTS 成田 悠真 安里 侑麿 7-5  

012744 仲井真中学校 前泊 慎達 成田 悠真  

54 014541 首里森庭球倶楽部 志堅原 良憲 6-1  安里 侑麿 

    成田 悠真 

55   Bye 10 中村 玲王 [9] 6-3  

015511 高江洲中学校 中村 玲王 [9] 森根 秀人  

56 011186 高江洲中学校 森根 秀人  次呂久 由恭 [7] 

016014 首里中学校 兼次 悠斗  渡辺 寛多 

57 015998 首里中学校 宮城 亮太 兼次 悠斗 6-0  

016122 与勝中学校 佐々木 天音 宮城 亮太  

58 015815 与勝中学校 森根 歩斗 6-2  嘉手苅 拓未 

013382 PHT 嘉手苅 拓未  新川 結也 

59 013373 PHT 新川 結也 嘉手苅 拓未 6-1  

015041 安岡中学校 上地 正道 新川 結也  

60 009293 安岡中学校 奥原 涼 6-2  仲宗根 暖日[2]

015509 高江洲中学校 喜友名 海夢  浦崎 政辰 

61 015675 高江洲中学校 新崎 葵隆 喜友名 海夢 6-0  

015529 沖縄東中学校 加賀 小次郎 新崎 葵隆  

62 012756 沖縄東中学校 山本 延ノ助 6-4  仲宗根 暖日 [2] 

    浦崎 政辰 

63   Bye 2 仲宗根 暖日 [2] 6-4  

013542 ユニバーサル 仲宗根 暖日 [2] 浦崎 政辰  

64 014801 ユニバーサル 浦崎 政辰  

令和２年１１月８日（日）奥武山公園テニスコート　受付８：３０～８：５０
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005314 首里中学校 大城 盛弥 [1] 

1 006866 石田中学校 盛島 光瑠 大城 盛弥 [1] 

   盛島 光瑠 

2   Bye 1  大城 盛弥 [1] 

011298 興南高校 オーフィールド 昇  盛島 光瑠 

3 012038 Nexus TC 富髙 包音 オーフィールド 昇 6-0  

013568 前原高校 大城 怜士 富髙 包音  

4 015905 前原高校 米須 歩夢 6-1  大城 盛弥 [1] 

014598 北谷高校 仲宗根 駿  盛島 光瑠 

5 014667 北谷高校 仲里 太一 平良 翔太郎 6-0  

010705 コザ高校 平良 翔太郎 藤井 拓人  

6 011714 高江洲中学校 藤井 拓人 6-0  玉城 厚人 [8] 

010306 北中城高校 田場 敬大  石原 圭都 

7 013769 北中城高校 鉢嶺 拓海 玉城 厚人 [8] 6-4  

014539 那覇工業高校 玉城 厚人 [8] 石原 圭都  

8 013889 那覇高校 石原 圭都 6-4  大城 盛弥 [1] 

003525 首里高校 佐久間 叶和 [4]  盛島 光瑠 

9 009492 首里高校 宮城 洸弥 佐久間 叶和 [4] 6-4  

   宮城 洸弥  

10   Bye 3  佐久間 叶和 [4] 

015902 北谷高校 石原 清斗  宮城 洸弥 

11 016114 北谷高校 譜久村 大雅 石原 清斗 6-1  

015873 北谷中学校 喜屋武 晃基 譜久村 大雅  

12 015515 北谷中学校 島袋 晄弥 6-1  佐久間 叶和 [4] 

013589 PHT 与那嶺 千翔  宮城 洸弥 

13 014743 PHT 平仲 司 神里 勇斗 6-3  

013817 普天間高校 神里 勇斗 長嶺 僚音  

14 014050 普天間高校 長嶺 僚音 6-2  澤岻 匠也 [6] 

    立津 陽向 

15   Bye 5 澤岻 匠也 [6] 6-4  

009344 高江洲中学校 澤岻 匠也 [6] 立津 陽向  

16 010383 高江洲中学校 立津 陽向  仲間 望 [2] 

012961 宜野湾中学校 今村 Taven拓nichols [7]  大城 琉翔 

17 008823 宜野湾中学校 小坂 陽光 今村 Taven拓nichols [7] 6-1  

   小坂 陽光  

18   Bye 6  今村 Taven拓nichols [7] 

012770 普天間高校 呉屋 香太朗  小坂 陽光 

19 012208 宜野湾高校 東 暖士 呉屋 香太朗 6-1  

014704 北谷高校 比嘉 隆智 東 暖士  

20 014664 北谷高校 與那覇 英吾 6-0  喜久川 楓 [3] 

011996 首里高校 當間 重央  宮里 琉星 

21 014215 TAGテニスアカデミー 阿南 斗唯 真喜志 有武 6-3  

012681 興南中学校 真喜志 有武 金城 紀代祐  

22 014771 興南中学校 金城 紀代祐 w.o. 喜久川 楓 [3] 

    宮里 琉星 

23   Bye 4 喜久川 楓 [3] 6-0  

009548 YKCT 喜久川 楓 [3] 宮里 琉星  

24 008089 TCμ 宮里 琉星  仲間 望 [2] 

007970 TAGテニスアカデミー 大城 達希 [5]  大城 琉翔 

25 010945 TAGテニスアカデミー 小浜 守大郎 大城 達希 [5] 6-4  

   小浜 守大郎  

26   Bye 8  大城 達希 [5] 

013211 コザ中学校 島袋 千寛  小浜 守大郎 

27 014113 読谷中学校 金子 雅紀 国吉 友瑚 6-1  

010277 首里高校 国吉 友瑚 平良 樹  

28 011606 首里高校 平良 樹 6-3  仲間 望 [2] 

014395 前原高校 仲地 草紫  大城 琉翔 

29 015868 前原高校 玉城 幸之将 島袋 暉 7-5  

013210 球陽高校 島袋 暉 棚原 透也  

30 015853 球陽高校 棚原 透也 6-2  仲間 望 [2] 

    大城 琉翔 

31   Bye 2 仲間 望 [2] 6-0  

004795 ロイヤルTE 仲間 望 [2] 大城 琉翔  

32 008663 ロイヤルTE 大城 琉翔  

令和２年１２月１２日（土）奥武山公園テニスコート　受付８：３０～８：５０
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005493 沖縄尚学高校 玉城 勇稀 [1] 

1 003523 沖縄尚学高校 荻堂 公史郎 玉城 勇稀 [1] 仲間 大倖 [3] 喜屋武 一心[2]

   荻堂 公史郎 神里 誓大 岡崎 奎太 

2   Bye 1  玉城 勇稀 [1] 喜屋武 一心[2] 6-2  

015433 那覇西高校 埜本 勇雅  荻堂 公史郎 岡崎 奎太 

3 015861 那覇西高校 沖田 蒼依 仲田 源 6-0  

015772 読谷高校 仲田 源 桃原 大吾  

4 013811 読谷高校 桃原 大吾 6-1  玉城 勇稀 [1] 

016124 沖縄工業高校 伊敷 元伍  荻堂 公史郎 

5 016153 沖縄工業高校 新垣 勝悟 中川 響介 6-0  

012622 前原高校 中川 響介 神谷 義龍  

6 013070 前原高校 神谷 義龍 6-0  中川 響介 

    神谷 義龍 

7   Bye 15 上原 維吹 [15] 6-1  

007854 糸満高校 上原 維吹 [15] 翁長 祐也  

8 015928 糸満高校 翁長 祐也  玉城 勇稀 [1] 

015297 那覇西高校 城間 胡飛 [11]  荻堂 公史郎 

9 007021 那覇西高校 神谷 奏汰 城間 胡飛 [11] 6-1  

   神谷 奏汰  

10   Bye 9  城間 胡飛 [11] 

015444 知念高校 川満 雄作  神谷 奏汰 

11 014984 知念高校 平良 綾人 伝田 岩洞 6-1  

015838 フリー 伝田 岩洞 降谷 暁  

12 015826 フリー 降谷 暁 6-2  國吉 永将 [7] 

014900 那覇西高校 仲本 陣  大城 盛晃 

13 012739 那覇高校 森根 和士 兼次 陽大朗 6-2  

012546 コザ高校 兼次 陽大朗 大城 晟  

14 010362 コザ高校 大城 晟 6-0  國吉 永将 [7] 

    大城 盛晃 

15   Bye 7 國吉 永将 [7] 6-2  

006198 首里高校 國吉 永将 [7] 大城 盛晃  

16 003527 首里高校 大城 盛晃  仲間 大倖 [3] 

009217 前原高校 仲間 大倖 [3]  神里 誓大 

17 002538 興南高校 神里 誓大 仲間 大倖 [3] 6-3  

   神里 誓大  

18   Bye 3  仲間 大倖 [3] 

011959 那覇高校 上地 勇太郎  神里 誓大 

19 015140 那覇高校 大嶺 慣太 上地 勇太郎 6-1  

013941 北中城高校 前原 蓮 大嶺 慣太  

20 014475 北中城高校 當山 蒼太 6-1  仲間 大倖 [3] 

012830 普天間高校 大山 朝陽  神里 誓大 

21 012926 普天間高校 長浜 裕大 津波 勇矢 6-1  

015312 那覇西高校 津波 勇矢 長嶺 廉  

22 013098 那覇西高校 長嶺 廉 6-0  津波 勇矢 

    長嶺 廉 

23   Bye 13 與那城 誠志 [16] 6-4  

015647 前原高校 與那城 誠志 [16] 諸喜田 憲亮  

24 013864 前原高校 諸喜田 憲亮  仲間 大倖 [3] 

009456 普天間高校 仲村 秀吾 [10]  神里 誓大 

25 013799 北谷高校 渡名喜 想太 仲村 秀吾 [10] 6-3  

   渡名喜 想太  

26   Bye 11  仲村 秀吾 [10] 

007875 那覇西高校 仲本 凌里都  渡名喜 想太 

27 012962 那覇西高校 石坂 アリスト 仲本 凌里都 6-3  

012676 沖縄工業高校 宮城 楓也 石坂 アリスト  

28 012674 沖縄工業高校 熱田 和紀 6-4  仲村 秀吾 [10] 

015381 北谷高校 花城 悠護  渡名喜 想太 

29 015110 北谷高校 長谷川 志央 花城 悠護 7-6(1)  

015889 知念高校 吉田 大悟 長谷川 志央  

30 015440 知念高校 大城 将之亮 6-0  糸満 壱聖 [5] 

    與那嶺 大輝 

31   Bye 5 糸満 壱聖 [5] 6-0  

012078 那覇西高校 糸満 壱聖 [5] 與那嶺 大輝  

32 010194 那覇西高校 與那嶺 大輝  
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005865 沖縄尚学高校 谷口 結風 [6]  

33 015661 沖縄尚学高校 越村 勇斗 谷口 結風 [6] 

   越村 勇斗 

34   Bye 6  谷口 結風 [6] 

014999 南風原高校 儀間 龍星  越村 勇斗 

35 015000 南風原高校 崎原 祥之亮 平良 俊人 6-1  

013428 那覇西高校 平良 俊人 玉那覇 圭  

36 013105 那覇西高校 玉那覇 圭 w.o. 谷口 結風 [6] 

012867 糸満高校 岡野 将暉  越村 勇斗 

37 014372 糸満高校 東内原 倫樹 岡野 将暉 6-2  

014106 興南高校 奥濱 真太郎 東内原 倫樹  

38 012693 沖縄工業高校 當銘 駿太 6-1  伊覇 瑞起 [12] 

    比嘉 優稀 

39   Bye 12 伊覇 瑞起 [12] 6-3  

013054 具志川高校 伊覇 瑞起 [12] 比嘉 優稀  

40 011604 普天間高校 比嘉 優稀  大城 太志 [4] 

013053 那覇西高校 上原 隆太郎 [13]  屋嘉比 梨恩 

41 013003 那覇西高校 嘉手納 匠作 上原 隆太郎 [13] 6-1  

   嘉手納 匠作  

42   Bye 14  仲村 仁志 

015441 知念高校 上原 琉  宮脇 俊介 

43 015439 知念高校 大城 盛心 仲村 仁志 7-6(5)  

012272 那覇高校 仲村 仁志 宮脇 俊介  

44 005410 那覇高校 宮脇 俊介 6-0  大城 太志 [4] 

015836 那覇西高校 久高 将海  屋嘉比 梨恩 

45 014416 那覇西高校 佐伯 亮磨 島袋 吉智 7-6(3)  

015672 前原高校 島袋 吉智 門口 弘樹  

46 011289 前原高校 門口 弘樹 6-0  大城 太志 [4] 

    屋嘉比 梨恩 

47   Bye 4 大城 太志 [4] 6-1  

006955 首里高校 大城 太志 [4] 屋嘉比 梨恩  

48 012520 首里高校 屋嘉比 梨恩  喜屋武 一心 [2] 

011947 STEP 友利 凌太朗 [8]  岡崎 奎太 

49 009732 首里高校 山城 慶大 友利 凌太朗 [8] 6-2  

   山城 慶大  

50   Bye 8  友利 凌太朗 [8] 

015443 知念高校 前堂 聖  山城 慶大 

51 015442 知念高校 宮城 唯夢 前堂 聖 6-4  

015820 読谷高校 仲地 晃誠 宮城 唯夢  

52 015813 読谷高校 屋良 駿青 6-1  友利 凌太朗 [8] 

011199 那覇西高校 仲宗根 吉秀  山城 慶大 

53 013757 那覇西高校 高良 佳史 石川 隼人 6-1  

013923 糸満高校 石川 隼人 稲嶺 和歩  

54 011391 糸満高校 稲嶺 和歩 7-6(3)  石川 隼人 

    稲嶺 和歩 

55   Bye 10 佐藤 由人 [9] 6-4  

013096 那覇西高校 佐藤 由人 [9] 高良 凌  

56 013853 那覇西高校 高良 凌  喜屋武 一心 [2] 

015377 前原高校 仲真 拓弥 [14]  岡崎 奎太 

57 013772 前原高校 玉城 翔太郎 仲真 拓弥 [14] 6-1  

   玉城 翔太郎  

58   Bye 16  宮里 英大 

013722 沖縄工業高校 比嘉 椋平  山内 一輝 

59 016155 沖縄工業高校 神谷 和志 宮里 英大 6-3  

013034 首里高校 宮里 英大 山内 一輝  

60 012027 首里高校 山内 一輝 6-2  喜屋武 一心 [2] 

009805 興南高校 伊佐 一澄  岡崎 奎太 

61 012156 TAGテニスアカデミー 嘉味田 尚也 伊佐 一澄 6-1  

012686 コザ高校 新里 駿介 嘉味田 尚也  

62 013045 コザ高校 阿久津 雄矢 w.o. 喜屋武 一心 [2] 

    岡崎 奎太 

63   Bye 2 喜屋武 一心 [2] 6-0  

007621 沖縄尚学高校 喜屋武 一心 [2] 岡崎 奎太  

64 014897 沖縄尚学高校 岡崎 奎太  
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