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

014255 高江テニスクラブ 小形 美楽 [1] 

1 013310 UTC 矢野 綺菜 小形 美楽 [1] 

   矢野 綺菜 

2   Bye 1  小形 美楽[1]

014402 GenTS 大宜見 叶  矢野 綺菜 

3 014104 GenTS 玉城 美海 比嘉 結彩 7-6(3)  

014053 港川中学校 比嘉 結彩 石原 ちひろ  

4 014932 琉大附属小学校 石原 ちひろ 6-3  小形 美楽[1]

014899 Rise TC 古堅 優音  矢野 綺菜 

5 014057 CLUB DPA☆沖縄 比嘉 月咲 古堅 優音 6-1  

   比嘉 月咲  

6   Bye 3  古堅 優音 

015723 TCμ 宮城 凛子  比嘉 月咲 

7 015713 UTC 矢野 碧依 前田 美香 6-2  

015712 YKCT 前田 美香 大湾 優希  

8 014902 YKCT 大湾 優希 6-4  小形 美楽[1]

    矢野 綺菜 

9   Bye 6 宮野 紗綾 6-1  

015153 YKCT 宮野 紗綾 泉 侑花  

10 014895 YKCT 泉 侑花  松代 紗衣 

014248 PHT 仲村 朱理  次呂久 梨瑠 

11 014911 Nexus TC 石川 奈那美 松代 紗衣 w.o. 

013232 Scratch Jr 松代 紗衣 次呂久 梨瑠  

12 014333 YKCT 次呂久 梨瑠 6-2  松代 紗衣 

012779 PHT 保久盛 新菜  次呂久 梨瑠 

13 014339 古蔵小学校 平良 六河 今井 瑚々南 6-1  

014254 フリー 今井 瑚々南 浦野 優里  

14 014276 TCμ 浦野 優里 6-2  宮里 琉花 

    比嘉 穂華 

15   Bye 2 宮里 琉花 7-6(6)  

013488 TCμ 宮里 琉花 比嘉 穂華  

16 014886 TCμ 比嘉 穂華  
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012740 realize 玉那覇 璃 [1] 

1 008005 西崎中学校 石坂 紗有里 玉那覇 璃 [1] 嘉数 琉花 [3] 宮城 麻由[4]

   石坂 紗有里 宇良 妃織 植村 青澄 

2   Bye 1  川畑 結花 宮城 麻由 [4] 7-6(5)  

015553 仲井真中学校 川畑 結花  比嘉 りんか 植村 青澄 

3 015551 仲井真中学校 比嘉 りんか 川畑 結花 w.o. 

015683 古蔵中学校 大城 琴音 比嘉 りんか  

4 016010 古蔵中学校 奥平 りお 6-1  次呂久 瑠海 [14] 

    赤嶺 愛佳 

5   Bye 17 小田 愛依音 6-1  

015154 小禄中学校 小田 愛依音 新垣 奈歩  

6 015215 小禄中学校 新垣 奈歩  次呂久 瑠海 [14] 

    赤嶺 愛佳 

7   Bye 15 次呂久 瑠海 [14] 6-0  

011451 石田中学校 次呂久 瑠海 [14] 赤嶺 愛佳  

8 015559 石田中学校 赤嶺 愛佳  下門 結奈 [8] 

015274 首里中学校 原国 菜羽 [10]  玉寄 帆夏 

9 015238 首里中学校 玉城 野乃 原国 菜羽 [10] 6-2  

   玉城 野乃  

10   Bye 9  佐久田 亜美 

012332 伊良波中学校 佐久田 亜美  神 明日香 

11 012111 Scratch Jr 神 明日香 佐久田 亜美 6-4  

015239 石田中学校 平良 惇寧 神 明日香  

12 015236 石田中学校 村田 夢 w.o. 下門 結奈 [8] 

015942 仲井真中学校 大城 莉子  玉寄 帆夏 

13 015554 仲井真中学校 與儀 清花 マッコール亜彩エレン 6-1  

015523 チャレンジ マッコール亜彩エレン 久高 郁菜  

14 016126 チャレンジ 久高 郁菜 7-5  下門 結奈 [8] 

    玉寄 帆夏 

15   Bye 7 下門 結奈 [8] 6-1  

015666 具志川東中学校 下門 結奈 [8] 玉寄 帆夏  

16 015654 具志川東中学校 玉寄 帆夏  嘉数 琉花[3]

011584 首里森庭球倶楽部 嘉数 琉花 [3]  宇良 妃織 

17 010177 具志川東中学校 宇良 妃織 嘉数 琉花 [3] 7-6(2)  

   宇良 妃織  

18   Bye 3  嘉数 琉花 [3] 

015200 石田中学校 嵩原 結  宇良 妃織 

19 015222 石田中学校 新里 愛理 宮城 礼 6-2  

015687 古蔵中学校 宮城 礼 比嘉 みずき  

20 015828 古蔵中学校 比嘉 みずき 7-6(1)  嘉数 琉花 [3] 

014006 港川中学校 當間 麻結  宇良 妃織 

21 015977 港川中学校 知念 美空 當間 麻結 6-4  

015984 石田中学校 幸地 向日葵 知念 美空  

22 015988 石田中学校 波平 美咲 6-0  中山 華 [16] 

    悦 妃良 

23   Bye 13 中山 華 [16] 6-1  

014923 沖縄東中学校 中山 華 [16] 悦 妃良  

24 015067 沖縄東中学校 悦 妃良  嘉数 琉花 [3] 

015657 具志川東中学校 比嘉 桃果 [12]  宇良 妃織 

25 015659 具志川東中学校 稲福 七海 比嘉 桃果 [12] 6-2  

   稲福 七海  

26   Bye 11  比嘉 桃果 [12] 

015137 沖縄東中学校 仲与志 遥香  稲福 七海 

27 015109 沖縄東中学校 山根 いちご 仲与志 遥香 6-1  

   山根 いちご  

28   Bye 21  大山 リアナ [7] 

015931 仲井真中学校 仲村 采和  横山 英未 

29 015550 仲井真中学校 嶺井 如葵 仲村 采和 6-4  

014387 那覇中学校 上江洲 日和 嶺井 如葵  

30 015643 那覇中学校 大城 華奈 6-4  大山 リアナ [7] 

    横山 英未 

31   Bye 5 大山 リアナ [7] 6-3  

015525 与勝中学校 大山 リアナ [7] 横山 英未  

32 015196 与勝中学校 横山 英未  

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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014190 Scratch Jr 上地 琉可 [5]  

33 011944 CLUB DPA☆沖縄 比嘉 桜実 上地 琉可 [5] 

   比嘉 桜実 

34   Bye 6  仲宗根 鈴 

015084 首里中学校 島袋 恋  幸喜 星寿羅 

35 015237 首里中学校 村山 みなみ 仲宗根 鈴 w.o. 

015403 具志川東中学校 仲宗根 鈴 幸喜 星寿羅  

36 015665 具志川東中学校 幸喜 星寿羅 6-0  長堂 桃子 [11] 

    飯山 葉菜 

37   Bye 22 上間 笑倖 6-2  

015425 那覇中学校 上間 笑倖 本永 真奈  

38 015420 那覇中学校 本永 真奈  長堂 桃子 [11] 

    飯山 葉菜 

39   Bye 12 長堂 桃子 [11] 6-1  

015656 具志川東中学校 長堂 桃子 [11] 飯山 葉菜  

40 015670 具志川東中学校 飯山 葉菜  宮城 麻由[4]

015136 沖縄東中学校 仲村 結杏 [15]  植村 青澄 

41 015072 沖縄東中学校 古謝 夏妃 仲村 結杏 [15] 6-2  

   古謝 夏妃  

42   Bye 14  伊禮 梨愛 

015233 石田中学校 大門 胡桃  安谷屋 柚花 

43 015240 石田中学校 饒平名 真生 伊禮 梨愛 6-0  

015660 具志川東中学校 伊禮 梨愛 安谷屋 柚花  

44 015667 具志川東中学校 安谷屋 柚花 6-2  宮城 麻由 [4] 

015113 首里中学校 前原 幸来  植村 青澄 

45 015078 首里中学校 比嘉 あこ 上原 小桜 6-2  

014386 西原中学校 上原 小桜 玉寄 紗希  

46 015228 西原中学校 玉寄 紗希 6-2  宮城 麻由 [4] 

    植村 青澄 

47   Bye 4 宮城 麻由 [4] 6-2  

007983 普天間中学校 宮城 麻由 [4] 植村 青澄  

48 010372 GenTS 植村 青澄  宮城 麻由[4]

012677 ユニバーサル 仲宗根 琴音 [6]  植村 青澄 

49 013700 ユニバーサル 知念 愛羽 仲宗根 琴音 [6] 6-1  

   知念 愛羽  

50   Bye 8  仲宗根 琴音 [6] 

015658 具志川東中学校 上原 叶羽  知念 愛羽 

51 015655 具志川東中学校 當銘 愛佳 上原 叶羽 6-3  

015527 与勝中学校 宮城 璃美 當銘 愛佳  

52 015566 与勝中学校 東門 亜由菜 6-2  仲宗根 琴音 [6] 

015906 高江洲中学校 山城 愛夏  知念 愛羽 

53 015892 高江洲中学校 普久原 舞 砂川 璃帆 6-1  

015679 古蔵中学校 砂川 璃帆 金城 茉倫  

54 015686 古蔵中学校 金城 茉倫 6-3  伊豆味 梨子 [9] 

    名嘉地 美月 

55   Bye 10 伊豆味 梨子 [9] 6-4  

015209 首里中学校 伊豆味 梨子 [9] 名嘉地 美月  

56 015271 首里中学校 名嘉地 美月  松代 奈海[2]

015218 石田中学校 今井 ひなた [13]  根間 美空 

57 015463 石田中学校 大城 ソラ 今井 ひなた [13] 6-4  

   大城 ソラ  

58   Bye 16  上地 果穂 

015510 仲井真中学校 上地 果穂  赤嶺 美涼 

59 015558 仲井真中学校 赤嶺 美涼 上地 果穂 6-4  

014125 仲西中学校 古波蔵 乃香 赤嶺 美涼  

60 013760 浦西中学校 平良 望 6-4  松代 奈海 [2] 

012760 ロイヤルTE 久場 さくら  根間 美空 

61 014064 西原東中学校 仲宗根 彩葵 久場 さくら 6-2  

015956 伊良波中学校 仲村渠 愛花 仲宗根 彩葵  

62 016004 伊良波中学校 愛甲 桃花 6-0  松代 奈海 [2] 

    根間 美空 

63   Bye 2 松代 奈海 [2] 6-1  

012688 Scratch　Jr 松代 奈海 [2] 根間 美空  

64 012670 TAGテニスアカデミー 根間 美空  
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009776 TCμ 嘉数 ちひろ [1] 

1 006632 琉大附属中学校 新城 英万 嘉数 ちひろ [1] 

   新城 英万 

2   Bye 1  嘉数 ちひろ [1] 

016136 普天間高校 宮城 向日葵  新城 英万 

3 016134 普天間高校 宮城 愛 宮城 向日葵 6-0  

015904 首里高校 安田 莉望 宮城 愛  

4 014325 首里高校 花城 若奈 7-5  嘉数 ちひろ [1] 

013293 コザ高校 田中 凜  新城 英万 

5 013247 コザ高校 田場 響月 田中 凜 6-0  

013609 小禄高校 中澤 伊月季 田場 響月  

6 013673 小禄高校 野原 李帆 6-0  田中 凜 

    田場 響月 

7   Bye 7 島袋 結愛 [6] 6-0  

013711 コザ高校 島袋 結愛 [6] 嵩原 愛羅  

8 013388 コザ高校 嵩原 愛羅  嘉数 ちひろ [1] 

012993 読谷中学校 喜友名 伶奈 [4]  新城 英万 

9 010340 沖縄尚学中学校 榮門 星夏 喜友名 伶奈 [4] 6-1  

   榮門 星夏  

10   Bye 3  喜友名 伶奈 [4] 

016116 西原高校 玉城 美翔  榮門 星夏 

11 015260 西原高校 西平 ひなみ 玉城 美翔 6-1  

013668 南風原高校 山城 葵 西平 ひなみ  

12 014096 南風原高校 濱島 加奈 7-6(4)  喜友名 伶奈 [4] 

013878 首里高校 兼濱 伽帆  榮門 星夏 

13 013873 西原高校 城間 かれん 兼濱 伽帆 6-2  

013713 普天間高校 川平 愛菜 城間 かれん  

14 013706 前原高校 新里 希星 6-3  兼濱 伽帆 

    城間 かれん 

15   Bye 5 宇都宮 早絵 [5] w.o. 

010371 TCμ 宇都宮 早絵 [5] 玉那覇 碧  

16 012741 realize 玉那覇 碧  加賀 小梅 [2] 

012944 コザ高校 山城 萌々愛 [8]  廣渡 澪 

17 013709 コザ高校 悦 好伶 山城 萌々愛 [8] 6-3  

   悦 好伶  

18   Bye 9  山城 萌々愛 [8] 

015856 コザ高校 上地 彩世  悦 好伶 

19 015857 コザ高校 山里 美結 上地 彩世 6-2  

013849 南風原高校 仲村 文伽 山里 美結  

20 015833 南風原高校 比嘉 優佳 6-0  崎間 千景 [3] 

016139 開邦高校 仲村 芭奈  有銘 杏奈 

21 016138 開邦高校 比嘉 真朋 多嘉良 月花 6-4  

013674 小禄高校 多嘉良 月花 平良 二湖  

22 007869 小禄高校 平良 二湖 6-0  崎間 千景 [3] 

    有銘 杏奈 

23   Bye 4 崎間 千景 [3] 6-1  

013458 コザ高校 崎間 千景 [3] 有銘 杏奈  

24 013368 コザ高校 有銘 杏奈  加賀 小梅 [2] 

010430 Scratch　Jr 古里 萌乃果 [7]  廣渡 澪 

25 013331 Scratch Jr 渡辺 千春 古里 萌乃果 [7] 6-4  

   渡辺 千春  

26   Bye 8  古里 萌乃果 [7] 

016135 普天間高校 島袋 凜  渡辺 千春 

27 016137 普天間高校 末吉 愛翔 島袋 凜 6-1  

013630 小禄高校 前里 好美 末吉 愛翔  

28 015407 小禄高校 親里 琴音 6-1  加賀 小梅 [2] 

011568 興南中学校 安慶名 玲美  廣渡 澪 

29 011262 興南中学校 浦野 美優 安慶名 玲美 6-4  

015908 首里高校 三浦 結 浦野 美優  

30 013664 首里高校 東恩納 愛珠 6-2  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 普天間高校 廣渡 澪  
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014898 沖縄尚学高校 倉岡 彩夏 [1] 

1 015678 沖縄尚学高校 清水 真央 倉岡 彩夏 [1] 

   清水 真央 

2   Bye 1  倉岡 彩夏 [1] 

012736 那覇高校 渡具知 芽生  清水 真央 

3 013405 那覇高校 高良 莉央 渡具知 芽生 6-0  

012577 コザ高校 普久原 綾 高良 莉央  

4 013344 コザ高校 照屋 愛華 6-1  倉岡 彩夏 [1] 

015437 小禄高校 嘉陽田 心恵  清水 真央 

5 015434 小禄高校 大城 穂乃佳 川智 夢叶 6-3  

013625 知念高校 川智 夢叶 謝花 梨里  

6 013622 知念高校 謝花 梨里 6-1  當眞 寧菜 [6] 

    黒木 思歩 

7   Bye 7 當眞 寧菜 [6] 6-0  

007082 沖縄尚学高校 當眞 寧菜 [6] 黒木 思歩  

8 015680 沖縄尚学高校 黒木 思歩  倉岡 彩夏 [1] 

009466 STS.jr 渡久地 凛音 [3]  清水 真央 

9 010946 宮里中学校 渡久地 杜生 渡久地 凛音 [3] 6-0  

   渡久地 杜生  

10   Bye 3  渡久地 凛音 [3] 

013643 普天間高校 池原 百花  渡久地 杜生 

11 006202 普天間高校 池間 美南 池原 百花 6-1  

013677 知念高校 上江洲 美羽 池間 美南  

12 013885 知念高校 普天間 桃香 6-2  渡久地 凛音 [3] 

012845 浦添高校 又吉 翼  渡久地 杜生 

13 013005 浦添高校 増村 まゆみ 仲本 海鈴 6-0  

012062 具志川高校 仲本 海鈴 我如古 恋杏  

14 013374 具志川高校 我如古 恋杏 6-1  仲本 海鈴 

    我如古 恋杏 

15   Bye 5 東江 利紗 [5] 6-3  

013945 首里東高校 東江 利紗 [5] 生盛 志歩  

16 005933 小禄高校 生盛 志歩  倉岡 彩夏 [1] 

015636 沖縄尚学高校 吉村 宥南 [7]  清水 真央 

17 006251 沖縄尚学高校 熊野 智花 吉村 宥南 [7] 6-3  

   熊野 智花  

18   Bye 6  吉村 宥南 [7] 

012585 具志川高校 古波蔵 妃南  熊野 智花 

19 012595 具志川高校 玉元 こころ 喜納 沙彩 6-0  

016129 知念高校 喜納 沙彩 知念 優花  

20 016128 知念高校 知念 優花 w.o. 友寄 愛加理 [4] 

013751 球陽高校 佐久間 結良  堀江 菜実 

21 012280 球陽高校 栗山 藍 松本 咲穂 7-5  

012628 那覇高校 松本 咲穂 豊里 知大  

22 009529 那覇高校 豊里 知大 w.o. 友寄 愛加理 [4] 

    堀江 菜実 

23   Bye 4 友寄 愛加理 [4] 6-0  

005853 沖縄尚学高校 友寄 愛加理 [4] 堀江 菜実  

24 015746 沖縄尚学高校 堀江 菜実  友寄 愛加理 [4] 

015870 前原高校 下里 菜琉星 [8]  堀江 菜実 

25 013367 前原高校 中川 媛莉 下里 菜琉星 [8] 7-5  

   中川 媛莉  

26   Bye 8  下里 菜琉星 [8] 

013502 普天間高校 宮城 妃咲  中川 媛莉 

27 015369 普天間高校 木村 葵 宮城 妃咲 6-2  

013644 開邦高校 呉屋 真帆 木村 葵  

28 015763 開邦高校 黒木 桜子 6-0  下地 美満 [2] 

009025 浦添高校 上地 未穂  伊賀上 瑛穂 

29 009442 陽明高校 上地 里来 上地 未穂 6-0  

015008 小禄高校 久髙 美羽 上地 里来  

30 012815 小禄高校 島本 夏海 6-1  下地 美満 [2] 

    伊賀上 瑛穂 

31   Bye 2 下地 美満 [2] 6-0  

004961 沖縄尚学高校 下地 美満 [2] 伊賀上 瑛穂  

32 014890 沖縄尚学高校 伊賀上 瑛穂  
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