
令和3年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部)

Ｕ１２ＧＤ

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

014331 美東小学校 山本 いち [1] 

1 014276 TCμ 浦野 優里 中山 由

015477 識名TS少年団 中山 由 阿波根 佳穂

2 014382 識名TS少年団 阿波根 佳穂 w.o. 前田 美香

014248 PHT 仲村 朱理  大湾 優希

3 014911 Nexus TC 石川 奈那美 前田 美香 6-1

015712 YKCT 前田 美香 大湾 優希  

4 014902 YKCT 大湾 優希 6-4 今井 瑚々南

015859 TCμ 加藤 禾菜  今井 瑚夏

5 015713 TCμ 矢野 碧依 今井 瑚々南 6-2

014254 フリー 今井 瑚々南 今井 瑚夏  

6 015478 フリー 今井 瑚夏 6-2 今井 瑚々南

015153 YKCT 宮野 紗綾  今井 瑚夏

7 014895 YKCT 泉 侑花 宮野 紗綾 6-3

015138 美里小学校 比嘉 釉乙 [2] 泉 侑花  

8 014104 GenTS 玉城 美海 6-2

   

令和３年１１月６日（土）漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50

※第1シード山本・浦野ペアの欠場により、次点シードが居ないため中山・阿波根ペアを不戦勝とする。

令和３年１１月２３日（火祝）県総レクドーム　受付8：30～8：50



令和3年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部)

Ｕ１４ＧＤ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

013232 Scratch Jr 松代 紗衣 [1] 

1 014333 YKCT 次呂久 梨瑠 松代 紗衣 [1] 

   次呂久 梨瑠 

2   Bye 1  松代 紗衣 [1] 

016531 浦添中学校 伊是名 結衣  次呂久 梨瑠 

3 015258 浦添中学校 儀武 陽音 下里 織世 6-0  

014981 宮里中学校 下里 織世 山田 那生  

4 012790 城北中学校 山田 那生 6-2  松代 紗衣 [1] 

016450 西原中学校 小川 あんじゅ  次呂久 梨瑠 

5 016449 西原中学校 新垣 愛奈 小川 あんじゅ 6-2  

016371 首里中学校 仲里 美咲 新垣 愛奈  

6 016340 首里中学校 具志頭 留華 6-3  保久盛 新菜 [6] 

    平良 六河 

7   Bye 7 保久盛 新菜 [6] 6-0  

012779 古蔵中学校 保久盛 新菜 [6] 平良 六河  

8 014339 古蔵中学校 平良 六河  松代 紗衣 [1] 

014053 港川中学校 比嘉 結彩 [3]  次呂久 梨瑠 

9 014932 TAGテニスアカデミー 石原 ちひろ 比嘉 結彩 [3] 6-2  

   石原 ちひろ  

10   Bye 3  比嘉 結彩 [3] 

011373 首里中学校 志藤 なつ  石原 ちひろ 

11 016353 首里中学校 村上 優衣 志藤 なつ 6-1  

016358 石嶺中学校 山城 有紀子 村上 優衣  

12 015960 石嶺中学校 羽地 智菜 7-6(6)  川平 実乃 [5] 

016039 具志川東中学校 山城 心愛  平良 彩笑 

13 015722 GenTS 眞喜志 絢香 久場 さくら 6-4  

012760 安岡中学校 久場 さくら 仲宗根 彩葵  

14 014064 西原東中学校 仲宗根 彩葵 6-4  川平 実乃 [5] 

    平良 彩笑 

15   Bye 5 川平 実乃 [5] 6-2  

014950 沖縄東中学校 川平 実乃 [5] 平良 彩笑  

16 014925 沖縄東中学校 平良 彩笑  小形 美楽 [7] 

016370 首里中学校 大浜 柚希 [8]  矢野 綺菜 

17 016374 首里中学校 知念 和希 大浜 柚希 [8] 6-3  

   知念 和希  

18   Bye 6  酒井 明日美 

011573 安岡中学校 酒井 明日美  鹿川 咲希 

19 016709 安岡中学校 鹿川 咲希 酒井 明日美 6-1  

015989 古蔵中学校 井崎 真梨 鹿川 咲希  

20 016502 古蔵中学校 金城 愛輝 6-2  古波蔵 乃香 [4] 

016389 首里中学校 山野 心花  宮里 萌愛 

21 016651 首里中学校 平安山 奈央 佐藤 咲菜 6-1  

015952 伊良波中学校 佐藤 咲菜 前門 風月  

22 015951 伊良波中学校 前門 風月 6-4  古波蔵 乃香 [4] 

    宮里 萌愛 

23   Bye 4 古波蔵 乃香 [4] 6-3  

014125 TAGテニスアカデミー 古波蔵 乃香 [4] 宮里 萌愛  

24 015259 TAGテニスアカデミー 宮里 萌愛  小形 美楽 [7] 

014255 高江テニスクラブ 小形 美楽 [7]  矢野 綺菜 

25 013310 realize 矢野 綺菜 小形 美楽 [7] 6-0  

   矢野 綺菜  

26   Bye 8  小形 美楽 [7] 

016509 古蔵中学校 宮城 璃衣子  矢野 綺菜 

27 016518 古蔵中学校 知念 春夏 有銘 柚奈 6-0  

016604 具志川東中学校 有銘 柚奈 糸数 莉帆  

28 016603 具志川東中学校 糸数 莉帆 6-2  小形 美楽 [7] 

016041 具志川東中学校 知念 杏奈  矢野 綺菜 

29 016040 具志川東中学校 高原 雛乃 知念 杏奈 6-0  

016375 首里中学校 田本 美汎 高原 雛乃  

30 016576 首里中学校 金城 那奈 6-1  加藤 ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ春子[2]

    宮里 琉花 

31   Bye 2 加藤 ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ春子[2] 6-1  

015472 YKCT 加藤 ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ春子[2] 宮里 琉花  

32 013488 TCμ 宮里 琉花  

令和３年１１月２３日（火祝）県総合運動公園レクリエーションドーム　受付8：30～8：50



令和3年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部)

Ｕ１６ＧＤ

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

010372 コザ高校 植村 青澄 [1] 

1 008005 西崎中学校 石坂 紗有里 植村 青澄 [1] 

   石坂 紗有里 

2   Bye 1  植村 青澄 [1] 

016586 読谷高校 佐長 莉那  石坂 紗有里 

3 016588 読谷高校 大原 和夏 島袋 陽依里 6-0  

016677 那覇高校 島袋 陽依里 石川 可恋  

4 014660 那覇高校 石川 可恋 6-1  喜友名 伶奈 [7] 

    島袋 夢向子 

5   Bye 9 富山 奈海 6-2  

016427 首里東高校 富山 奈海 生盛 来実  

6 010773 首里東高校 生盛 来実  喜友名 伶奈 [7] 

    島袋 夢向子 

7   Bye 7 喜友名 伶奈 [7] 6-1  

012993 普天間高校 喜友名 伶奈 [7] 島袋 夢向子  

8 012446 普天間高校 島袋 夢向子  松代 奈海 [3] 

012688 Scratch Jr 松代 奈海 [3]  根間 美空 

9 012670 TAGテニスアカデミー 根間 美空 松代 奈海 [3] 6-4  

   根間 美空  

10   Bye 3  松代 奈海 [3] 

016612 名護商工高校 岸本 未来  根間 美空 

11 016609 名護商工高校 藤本 澪音 岸本 未来 6-1  

   藤本 澪音  

12   Bye 13  松代 奈海 [3] 

    根間 美空 

13   Bye 12 与儀 夏芭 6-0  

012285 那覇高校 与儀 夏芭 照屋 七菜  

14 014367 那覇高校 照屋 七菜  仲宗根 琴音 [5] 

    平良 望 

15   Bye 5 仲宗根 琴音 [5] 6-3  

012677 ユニバーサル 仲宗根 琴音 [5] 平良 望  

16 013760 浦西中学校 平良 望  松代 奈海 [3] 

014190 Scratch Jr 上地 琉可 [6]  根間 美空 

17 011944 CLUB DPA☆沖縄 比嘉 桜実 上地 琉可 [6] 6-2  

   比嘉 桜実  

18   Bye 6  上地 琉可 [6] 

008267 首里高校 仲村 和呼  比嘉 桜実 

19 014415 首里高校 翁長 花音 仲村 和呼 6-1  

016611 名護商工高校 比嘉 寿々菜 翁長 花音  

20 016613 名護商工高校 玉城 桃華 6-2  上地 琉可 [6] 

    比嘉 桜実 

21   Bye 14 玉城 瑞稀 6-0  

014534 那覇高校 玉城 瑞稀 竹内 珊瑚  

22 014434 那覇高校 竹内 珊瑚  玉城 瑞稀 

    竹内 珊瑚 

23   Bye 4 宇良 妃織 [4] w.o. 

010177 具志川東中学校 宇良 妃織 [4] 山田 星暉  

24 014102 沖縄東中学校 山田 星暉  上地 琉可 [6] 

011084 那覇高校 保久盛 杏菜  比嘉 桜実 

25 014328 那覇高校 宮里 日向 保久盛 杏菜 6-3  

   宮里 日向  

26   Bye 8  保久盛 杏菜 

016537 名護高校 宮城 想奈  宮里 日向 

27 016538 名護高校 松尾 祐美 宮城 想奈 6-0  

016633 首里東高校 津波古 陽彩 松尾 祐美  

28 016634 首里東高校 神村 真奈 w.o. 保久盛 杏菜

    宮里 日向 

29   Bye 15 大城 結貴 6-0  

013106 小禄高校 大城 結貴 高江洲 杏  

30 013550 小禄高校 高江洲 杏  嘉数 琉花 [2] 

    次呂久 瑠海 

31   Bye 2 嘉数 琉花 [2] 6-1  

011584 首里森庭球倶楽部 嘉数 琉花 [2] 次呂久 瑠海  

32 011451 TCμ 次呂久 瑠海  

令和３年１１月６日（土）漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50

令和３年１２月２５日（日）奥武山公園テニスコート　受付　8：30～8：50



令和3年度沖縄県テニス選手権大会(ジュニアの部)

Ｕ１８ＧＤ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

015746 沖縄尚学高校 堀江 菜実 [1] 

1 015678 沖縄尚学高校 清水 真央 堀江 菜実 [1] 

   清水 真央 

2   Bye 1  堀江 菜実 [1] 

013630 小禄高校 前里 好美  清水 真央 

3 014585 小禄高校 國場 一花 具志 菜々子 6-2  

011571 那覇高校 具志 菜々子 具志 萌々子  

4 011570 那覇高校 具志 萌々子 6-0  堀江 菜実 [1] 

015576 読谷高校 福田 凜子  清水 真央 

5 015577 読谷高校 福田 杏詩 中川 媛莉 6-1  

013367 前原高校 中川 媛莉 有銘 杏奈  

6 013368 コザ高校 有銘 杏奈 w.o. 廣渡 澪 [8] 

013388 コザ高校 嵩原 愛羅  池間 美南 

7 013293 コザ高校 田中 凜 廣渡 澪 [8] 7-5  

005915 普天間高校 廣渡 澪 [8] 池間 美南  

8 006202 普天間高校 池間 美南 6-4  堀江 菜実 [1] 

016343 沖縄尚学高校 森 珠璃 [4]  清水 真央 

9 016319 沖縄尚学高校 畑田 こころ 森 珠璃 [4] 6-3  

   畑田 こころ  

10   Bye 3  森 珠璃 [4] 

016585 読谷高校 新垣 優奈  畑田 こころ 

11 016587 読谷高校 知念 里音 大城 綾夏 6-0  

014836 小禄高校 大城 綾夏 砂辺 琉奈  

12 016422 小禄高校 砂辺 琉奈 6-0  下地 美満 [6] 

012944 コザ高校 山城 萌々愛  吉村 宥南 

13 013709 コザ高校 悦 好伶 山城 萌々愛 6-3  

016129 知念高校 喜納 沙彩 悦 好伶  

14 016128 知念高校 知念 優花 6-1  下地 美満 [6] 

016133 普天間高校 呉屋 帆香  吉村 宥南 

15 013713 普天間高校 川平 愛菜 下地 美満 [6] 6-1  

004961 沖縄尚学高校 下地 美満 [6] 吉村 宥南  

16 015636 沖縄尚学高校 吉村 宥南 6-0  堀江 菜実 [1] 

007082 沖縄尚学高校 當眞 寧菜 [5]  清水 真央 

17 015680 沖縄尚学高校 黒木 思歩 當眞 寧菜 [5] 6-4  

   黒木 思歩  

18   Bye 6  當眞 寧菜 [5] 

013878 首里高校 兼濱 伽帆  黒木 思歩 

19 013873 西原高校 城間 かれん 多良間 理々子 6-0  

011427 読谷高校 多良間 理々子 清水 美鶴  

20 013418 読谷高校 清水 美鶴 w.o. 小山 みのり [3] 

013674 小禄高校 多嘉良 月花  永井 花怜 

21 007869 小禄高校 平良 二湖 多嘉良 月花 6-3  

016135 普天間高校 島袋 凜 平良 二湖  

22 016137 普天間高校 末吉 愛翔 6-4  小山 みのり [3] 

    永井 花怜 

23   Bye 4 小山 みのり [3] 6-1  

016317 沖縄尚学高校 小山 みのり [3] 永井 花怜  

24 016321 沖縄尚学高校 永井 花怜  友寄 愛加理 [2] 

014761 コザ高校 加賀 小梅 [7]  新城 英万 

25 013458 コザ高校 崎間 千景 加賀 小梅 [7] 6-2  

013677 知念高校 上江洲 美羽 崎間 千景  

26 009803 南部商業高校 仲田 莉々香 6-0  加賀 小梅 [7] 

013609 小禄高校 中澤 伊月季  崎間 千景 

27 013673 小禄高校 野原 李帆 下地 愛菜 6-0  

008794 浦添高校 下地 愛菜 田口 夏来  

28 006870 豊見城高校 田口 夏来 w.o. 友寄 愛加理 [2] 

014916 読谷高校 安和 幸花  新城 英万 

29 016589 読谷高校 當山 杏 嘉数 ちひろ 6-2  

009776 TCμ 嘉数 ちひろ 渡久地 杜生  

30 010946 宮里中学校 渡久地 杜生 6-0  友寄 愛加理 [2] 

    新城 英万 

31   Bye 2 友寄 愛加理 [2] 6-1  

005853 沖縄尚学高校 友寄 愛加理 [2] 新城 英万  

32 006632 沖縄尚学高校 新城 英万  

令和３年１１月７日（日）奥武山公園テニスコート　受付8：30～8：50


