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002713 沖縄尚学高校 我謝 慎 [1]

1 005865 沖縄尚学高校 谷口 結風 我謝 慎 [1] 

   谷口 結風 

2   Bye 1  仲宗根 開人 

016919 沖縄工業高校 仲宗根 開人  伊佐 委訓 

3 016921 沖縄工業高校 伊佐 委訓 仲宗根 開人 w.o. 

016761 糸満高校 今村 滉太 伊佐 委訓  

4 016760 糸満高校 外間 悠斗 6-1  仲宗根 善杜 [26] 

016182 読谷高校 島袋 颯斗  後藤 璃百 

5 013567 読谷高校 高橋 凛起 島袋 颯斗 6-3  

014958 与勝高校 比嘉 心将 高橋 凛起  

6 014536 与勝高校 玉栄 祐知 w.o. 仲宗根 善杜 [26] 

    後藤 璃百 

7   Bye 31 仲宗根 善杜 [26] 6-0  

011472 名護高校 仲宗根 善杜 後藤 璃百  

8 016910 名護高校 後藤 璃百  大城 達希 [13] 

014380 浦添高校 宮平 貴将  比嘉 輝 

9 012038 浦添高校 富髙 包音 宮平 貴将 [20] 6-2  

   富髙 包音  

10   Bye 17  宮平 貴将 [20] 

014085 コザ高校 伊波 睦希  富髙 包音 

11 016404 コザ高校 新垣 聡樹 伊波 睦希 6-3  

014640 石川高校 島袋 十輝 新垣 聡樹  

12 014547 石川高校 桑江 陽斗 6-3  大城 達希 [13] 

010412 昭和薬科高校 中村 倫雅  比嘉 輝 

13 014463 昭和薬科高校 知念 琥珀 前成 呂是 6-2  

014670 南風原高校 前成 呂是 屋嘉部 竜尚  

14 016593 南風原高校 屋嘉部 竜尚 w.o. 大城 達希 [13] 

    比嘉 輝 

15   Bye 15 大城 達希 [13] 6-0  

007970 那覇西高校 大城 達希 [13] 比嘉 輝  

16 010365 那覇西高校 比嘉 輝  大城 達希 [13] 

014624 首里東高校 大村 朝修 [11]  比嘉 輝 

17 014697 首里東高校 平良 友樹 大村 朝修 [11] 8-3  

   平良 友樹  

18   Bye 9  大村 朝修 [11] 

010483 豊見城高校 前泊 啓達  平良 友樹 

19 016659 豊見城高校 島袋 旬 前泊 啓達 6-0  

016124 沖縄工業高校 伊敷 元伍 島袋 旬  

20 016153 沖縄工業高校 新垣 勝悟 6-1  今村 Taven拓nichols [17] 

009555 首里高校 山川 真和  又吉 和磨 

21 014707 首里高校 長山 真宙 山川 真和 6-2  

015489 前原高校 大田 翔士 長山 真宙  

22 015588 前原高校 新垣 温希 7-5  今村 Taven拓nichols [17] 

    又吉 和磨 

23   Bye 23 今村 Taven拓nichols [17] 6-1  

012961 北谷高校 今村 Taven拓nichols 又吉 和磨  

24 006785 北谷高校 又吉 和磨  今村 Taven拓nichols [17] 

016363 沖縄尚学高校 佐久間 大海  又吉 和磨 

25 016352 沖縄尚学高校 河野 真大  6-1  

013353 小禄高校 上原 拓也   

26 009460 小禄高校 仲里 浩琉 Not Played 伊計 政邦 

016341 コザ高校 伊計 政邦  大湾 朝陽 

27 014558 コザ高校 大湾 朝陽 伊計 政邦 w.o. 

015582 西原高校 兼島 天穂 大湾 朝陽  

28 015493 西原高校 赤嶺 慶滋 6-4  伊計 政邦 

014106 興南高校 奥濱 真太郎  大湾 朝陽 

29 013669 興南高校 森田 悠吾 吉田 大悟 7-6(6)  

015889 知念高校 吉田 大悟 平良 綾人  

30 014984 知念高校 平良 綾人 6-3  吉田 大悟 

    平良 綾人 

31   Bye 7 久場 瞭志 [7] w.o. 

009609 那覇国際高校 久場 瞭志 [7] 仲宗根 大遥  

32 013686 那覇国際高校 仲宗根 大遥  
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003525 首里高校 佐久間 叶和 [3]  

33 009492 首里高校 宮城 洸弥 佐久間 叶和 [3] 

   宮城 洸弥 

34   Bye 3  佐久間 叶和 [3] 

010411 球陽高校 小泉 耀世  宮城 洸弥 

35 011019 球陽高校 山城 幸也 小泉 耀世 6-0  

015813 読谷高校 屋良 駿青 山城 幸也  

36 013811 読谷高校 桃原 大吾 6-4  佐久間 叶和 [3] 

014016 昭和薬科高校 中村 和貴  宮城 洸弥 

37 014051 昭和薬科高校 山田 羽也斗 米須 歩夢 6-1  

015905 前原高校 米須 歩夢 高良 彪  

38 014625 前原高校 高良 彪 7-6(1)  伊是名 和樹 [28] 

013665 知念高校 安谷屋 紫陽  潮平 拓己 

39 012822 知念高校 浦田 創 伊是名 和樹 [28] 6-2  

012222 那覇西高校 伊是名 和樹 潮平 拓己  

40 012239 那覇西高校 潮平 拓己 6-2  佐久間 叶和 [3] 

014991 コザ高校 久高 秀平  宮城 洸弥 

41 015532 コザ高校 伊覇 侑隼 久高 秀平 [19] 6-4  

   伊覇 侑隼  

42   Bye 19  久高 秀平 [19] 

016950 小禄高校 城間 俊輔  伊覇 侑隼 

43 016418 小禄高校 瑞慶覧 長太 城間 俊輔 6-2  

015490 北谷高校 上間 瑛叶 瑞慶覧 長太  

44 016350 北谷高校 佐久本 袮希 6-2  久高 秀平 [19] 

014105 興南高校 仲本 伊吹  伊覇 侑隼 

45 012681 興南高校 真喜志 有武 仲宗根 涼海 6-1  

016931 美里工業高校 仲宗根 涼海 友寄 麗央  

46 016933 美里工業高校 友寄 麗央 w.o. 神里 勇斗 [16] 

    長嶺 僚音 

47   Bye 13 神里 勇斗 [16] 6-0  

013817 普天間高校 神里 勇斗 [16] 長嶺 僚音  

48 014050 普天間高校 長嶺 僚音  喜久川 楓 [5] 

012676 沖縄工業高校 宮城 楓也 [10]  金城 朝夢 

49 012674 沖縄工業高校 熱田 和紀 宮城 楓也 [10] 8-2  

   熱田 和紀  

50   Bye 11  宮城 楓也 [10] 

016344 北中城高校 外間 正太郎  熱田 和紀 

51 016339 北中城高校 比屋根 諒 平良 射月 6-0  

016536 名護高校 平良 射月 平良 陸人  

52 016534 名護高校 平良 陸人 6-1  宮城 楓也 [10] 

011409 那覇西高校 外間 大貴  熱田 和紀 

53 012718 那覇西高校 大城 海 外間 大貴 6-1  

012769 昭和薬科高校 宮里 侑希 大城 海  

54 015547 昭和薬科高校 知花 晴史 6-4  伊佐 一澄 [23] 

    嘉味田 尚也 

55   Bye 21 伊佐 一澄 [23] 6-0  

009805 興南高校 伊佐 一澄 嘉味田 尚也  

56 012156 興南高校 嘉味田 尚也  喜久川 楓 [5] 

011295 那覇高校 大山 真之介  金城 朝夢 

57 013889 那覇高校 石原 圭都 大山 真之介 [25] 6-2  

   石原 圭都  

58   Bye 27  大山 真之介 [25] 

009558 開邦高校 上門 丈嘉伸  石原 圭都 

59 008977 開邦高校 宮城 伸安 上門 丈嘉伸 6-2  

016664 沖縄水産高校 仲座 晴貴 宮城 伸安  

60 016665 沖縄水産高校 屋富祖 龍清 w.o. 喜久川 楓 [5] 

015873 北谷高校 喜屋武 晃基  金城 朝夢 

61 016607 北谷高校 照屋 諒 喜屋武 晃基 6-3  

016624 糸満高校 伊敷 日向 照屋 諒  

62 016617 糸満高校 竹内 大翔 6-0  喜久川 楓 [5] 

    金城 朝夢 

63   Bye 5 喜久川 楓 [5] 6-0  

009548 沖縄尚学高校 喜久川 楓 [5] 金城 朝夢  

64 006971 沖縄尚学高校 金城 朝夢  
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014780 那覇西高校 的場 颯人 [6]  

65 012078 那覇西高校 糸満 壱聖 的場 颯人 [6] 

   糸満 壱聖 

66   Bye 6  的場 颯人 [6] 

014962 興南高校 山城 天斗  糸満 壱聖 

67 009463 興南高校 街 一颯 山城 天斗 6-0  

014540 美里工業高校 大城 和輝 街 一颯  

68 014858 美里工業高校 糸数 信吾 6-1  的場 颯人 [6] 

013747 小禄高校 中澤 龍  糸満 壱聖 

69 010918 小禄高校 大城 颯太 中澤 龍 6-2  

014659 首里高校 玉那覇 龍樹 大城 颯太  

70 015068 首里高校 當真 聡太 6-0  中村 玲王 [32] 

014598 北谷高校 仲宗根 駿  具志堅 晴輝 

71 014667 北谷高校 仲里 太一 中村 玲王 [32] 6-3  

015511 コザ高校 中村 玲王 具志堅 晴輝  

72 010240 コザ高校 具志堅 晴輝 w.o. 的場 颯人 [6] 

009608 昭和薬科高校 中村 拓磨  糸満 壱聖 

73 010238 昭和薬科高校 内川 太朗 中村 拓磨 [18] 6-1  

   内川 太朗  

74   Bye 22  新城 安希 

014473 普天間高校 新城 安希  金子 雅紀 

75 014113 普天間高校 金子 雅紀 新城 安希 6-1  

016581 球陽高校 町田 宗慶 金子 雅紀  

76 014619 球陽高校 野國 倖多 6-4  粟国 琉空 [12] 

016650 与勝高校 喜友名 快  鉢嶺 拓海 

77 014569 与勝高校 森根 崚斗 中村 琉空 6-2  

014528 沖縄工業高校 中村 琉空 宮城 尭央  

78 014529 沖縄工業高校 宮城 尭央 7-6(3)  粟国 琉空 [12] 

    鉢嶺 拓海 

79   Bye 12 粟国 琉空 [12] 6-0  

014608 北中城高校 粟国 琉空 [12] 鉢嶺 拓海  

80 013769 北中城高校 鉢嶺 拓海  仲間 望 [4] 

013589 首里東高校 与那嶺 千翔 [14]  大城 琉翔 

81 015430 首里東高校 安谷屋 琳士 与那嶺 千翔 [14] 8-6  

   安谷屋 琳士  

82   Bye 14  与那嶺 千翔 [14] 

016535 名護高校 嘉数 理玖  安谷屋 琳士 

83 016533 名護高校 岸本 寿 山田 颯士 6-0  

014920 沖縄工業高校 山田 颯士 比嘉 大裡  

84 016920 沖縄工業高校 比嘉 大裡 w.o. 平良 翔太郎 

010705 コザ高校 平良 翔太郎  照屋 亮太 

85 014374 コザ高校 照屋 亮太 平良 翔太郎 7-6(5)  

015887 北谷高校 當山 孝皇 照屋 亮太  

86 014664 北谷高校 與那覇 英伍 6-1  平良 翔太郎 

    照屋 亮太 

87   Bye 20 上間 雄生 [22] 6-2  

016417 浦添高校 上間 雄生 小谷 昊  

88 013650 浦添高校 小谷 昊  仲間 望 [4] 

014395 前原高校 仲地 草紫  大城 琉翔 

89 015868 前原高校 玉城 幸之将 仲地 草紫 [29] 6-0  

014914 那覇高校 平良 博生 玉城 幸之将  

90 016347 那覇高校 末好 祥太郎 6-1  仲地 草紫 [29] 

015772 読谷高校 仲田 源  玉城 幸之将 

91 016105 読谷高校 古波蔵 春太 仲田 源 7-6(0)  

016397 首里高校 島袋 栄翔 古波蔵 春太  

92 016396 首里高校 比屋根 良優 6-3  仲間 望 [4] 

016925 開邦高校 利田 馨  大城 琉翔 

93 014199 開邦高校 関戸 キビ 譜久原 大夢 6-0  

006990 那覇西高校 譜久原 大夢 阿波連 陸  

94 011183 那覇西高校 阿波連 陸 6-1  仲間 望 [4] 

    大城 琉翔 

95   Bye 4 仲間 望 [4] 6-0  

004795 沖縄尚学高校 仲間 望 [4] 大城 琉翔  

96 008663 沖縄尚学高校 大城 琉翔  
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007475 興南高校 福地 佑貴 [8]  

97 014215 興南高校 阿南 斗唯 福地 佑貴 [8] 

   阿南 斗唯 

98   Bye 8  福地 佑貴 [8] 

013722 沖縄工業高校 比嘉 椋平  阿南 斗唯 

99 016155 沖縄工業高校 神谷 和志 比嘉 椋平 6-1  

016425 沖縄水産高校 仲程 慶友 神谷 和志  

100 016424 沖縄水産高校 藏根 琉暉 6-3  市野 智也 [27] 

016759 首里東高校 又吉 凌也  花城 隆斗 

101 014409 首里東高校 國吉 淳将 中嶋 諒人 6-4  

013999 普天間高校 中嶋 諒人 呉屋 香太朗  

102 012770 普天間高校 呉屋 香太朗 6-3  市野 智也 [27] 

010341 コザ高校 山根 大器  花城 隆斗 

103 014052 コザ高校 蒋 文旭 市野 智也 [27] 6-3  

016355 八重山高校 市野 智也 花城 隆斗  

104 015769 八重山高校 花城 隆斗 7-5  三宅 貫太 [21] 

016826 沖縄尚学高校 三宅 貫太  呉屋 優毅 

105 011054 沖縄尚学高校 呉屋 優毅 三宅 貫太 [21] 6-2  

   呉屋 優毅  

106   Bye 24  三宅 貫太 [21] 

016421 名護高校 宮城 裕太  呉屋 優毅 

107 012933 名護高校 小浜 楓 宮城 裕太 7-5  

015820 読谷高校 仲地 晃誠 小浜 楓  

108 015821 読谷高校 伊波 玲磨 6-1  三宅 貫太 [21] 

014024 昭和薬科高校 上原 遥斗  呉屋 優毅 

109 004145 昭和薬科高校 伊礼 理貴 仲宗根 吉秀 7-5  

011199 那覇西高校 仲宗根 吉秀 高良 佳史  

110 013757 那覇西高校 高良 佳史 6-1  国吉 友瑚 [9] 

    平良 樹 

111   Bye 10 国吉 友瑚 [9] 6-2  

010277 首里高校 国吉 友瑚 [9] 平良 樹  

112 011606 首里高校 平良 樹  岡野 将暉 

009344 コザ高校 澤岻 匠也 [15]  東内原 倫樹 

113 010383 コザ高校 立津 陽向 澤岻 匠也 [15] 8-5  

   立津 陽向  

114   Bye 16  澤岻 匠也 [15] 

012739 那覇高校 森根 和士  立津 陽向 

115 016099 那覇高校 翁長 晃生 眞榮城 盛秀 6-1  

015534 与勝高校 眞榮城 盛秀 知花 健汰  

116 014257 与勝高校 知花 健汰 6-2  岡野 将暉 

014332 那覇国際高校 安原 瑠南  東内原 倫樹 

117 015673 那覇国際高校 幸地 弘樹 岡野 将暉 7-6(8)  

012867 糸満高校 岡野 将暉 東内原 倫樹  

118 014372 糸満高校 東内原 倫樹 w.o. 岡野 将暉 

    東内原 倫樹 

119   Bye 18 石原 清斗 [24] 7-5  

015902 北谷高校 石原 清斗 譜久村 大雅  

120 016114 北谷高校 譜久村 大雅  岡野 将暉 

013211 球陽高校 島袋 千寛  東内原 倫樹 

121 013210 球陽高校 島袋 暉 島袋 千寛 [31] 6-4  

015836 那覇西高校 久高 将海 島袋 暉  

122 014416 那覇西高校 佐伯 亮磨 6-2  島袋 千寛 [31] 

016932 美里工業高校 徳平 明珠輝  島袋 暉 

123 016934 美里工業高校 泉川 凜 新垣 英隼 6-1  

013771 北中城高校 新垣 英隼 津波 柊斗  

124 016192 北中城高校 津波 柊斗 6-2  島袋 千寛 [31] 

015822 石川高校 上間 琳斗  島袋 暉 

125 015824 石川高校 比嘉 凛人 大城 和也 6-1  

016901 知念高校 大城 和也 新垣 隆誠  

126 014933 知念高校 新垣 隆誠 w.o. 大城 和也 

    新垣 隆誠 

127   Bye 2 盛島 光瑠 [2] w.o. 

006866 沖縄尚学高校 盛島 光瑠 [2] 越村 勇斗  

128 015661 沖縄尚学高校 越村 勇斗  

令和４年４月１７日（日）奥武山公園テニスコート　受付8：30～8：50



   

2022年度天沼杯・玉友杯テニス大会

男子ダブルス-本戦 準決勝～決勝戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者 

007970 那覇西高校 大城 達希 [13] 

16 010365 那覇西高校 比嘉 輝 喜久川 楓 [5] 

009548 沖縄尚学高校 喜久川 楓 [5] 金城 朝夢 

64 006971 沖縄尚学高校 金城 朝夢 8-3  仲間 望 [4] 

004795 沖縄尚学高校 仲間 望 [4] 大城 琉翔 

96 008663 沖縄尚学高校 大城 琉翔 仲間 望 [4] 8-4  

012867 糸満高校 岡野 将暉 大城 琉翔 

118 014372 糸満高校 東内原 倫樹 8-1   



2022年度天沼杯・玉友杯テニス大会

女子ダブルス-本戦
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 

005853 沖縄尚学高校 友寄 愛加理 [1] 

1 015746 沖縄尚学高校 堀江 菜実 友寄 愛加理 [1] 

   堀江 菜実 新城 英万 [7] 下地 美満 [2] 

2   Bye 1  友寄 愛加理 [1] 清水 真央 小山 みのり 

015545 コザ高校 安慶名 優成  堀江 菜実 下地 美満 [2] 8-5  

3 014588 コザ高校 幸地 梨希 城間 かれん 6-0  小山 みのり 

013873 西原高校 城間 かれん 玉城 美翔  

4 016116 西原高校 玉城 美翔 6-1  友寄 愛加理 [1] 

016612 名護商工高校 岸本 未来  堀江 菜実 

5 016613 名護商工高校 玉城 桃華 石嶺 妃菜 6-0  

006962 小禄高校 石嶺 妃菜 砂川 璃帆  

6 015679 小禄高校 砂川 璃帆 6-2  喜友名 伶奈 [14] 

016393 北谷高校 前里 柚姫  島袋 夢向子 

7 015912 北谷高校 屋宜 かのん 喜友名 伶奈 [14] 6-2  

012993 普天間高校 喜友名 伶奈 [14] 島袋 夢向子  

8 012446 普天間高校 島袋 夢向子 6-0  友寄 愛加理 [1] 

013368 コザ高校 有銘 杏奈 [11]  堀江 菜実 

9 013293 コザ高校 田中 凜 有銘 杏奈 [11] 8-4  

012825 那覇西高校 嘉手苅 美来 田中 凜  

10 008148 那覇西高校 多和田 麻菜 6-2  有銘 杏奈 [11] 

012285 那覇高校 与儀 夏芭  田中 凜 

11 014367 那覇高校 照屋 七菜 与儀 夏芭 6-2  

016842 読谷高校 仲本 愛央衣 照屋 七菜  

12 016589 読谷高校 當山 杏 6-2  畑田 こころ [6] 

014589 那覇国際高校 坂口 央夏  黒木 思歩 

13 016936 那覇国際高校 宮城 凜子 松田 果凜 6-0  

012169 普天間高校 松田 果凜 渡嘉敷 ひな  

14 014583 普天間高校 渡嘉敷 ひな 6-1  畑田 こころ [6] 

014836 小禄高校 大城 綾夏  黒木 思歩 

15 016422 小禄高校 砂辺 琉奈 畑田 こころ [6] 6-0  

016319 沖縄尚学高校 畑田 こころ [6] 黒木 思歩  

16 015680 沖縄尚学高校 黒木 思歩 6-0  新城 英万 [7] 

016827 沖縄尚学高校 水口 由貴 [3]  清水 真央 

17 016856 沖縄尚学高校 里 歩美 水口 由貴 [3] 8-0  

   里 歩美  

18   Bye 3  水口 由貴 [3] 

008267 首里高校 仲村 和呼  里 歩美 

19 014415 首里高校 翁長 花音 保久盛 杏菜 6-0  

011084 那覇高校 保久盛 杏菜 宮里 日向  

20 014328 那覇高校 宮里 日向 6-4  水口 由貴 [3] 

013674 小禄高校 多嘉良 月花  里 歩美 

21 007869 小禄高校 平良 二湖 多嘉良 月花 6-0  

014622 普天間高校 崎原 萌花 平良 二湖  

22 015533 普天間高校 照屋 穂花 6-2  山城 萌々愛 [13] 

015576 読谷高校 福田 凜子  悦 好伶 

23 015577 読谷高校 福田 杏詩 山城 萌々愛 [13] 6-1  

012944 コザ高校 山城 萌々愛 [13] 悦 好伶  

24 013709 コザ高校 悦 好伶 6-2  新城 英万 [7] 

012062 具志川高校 仲本 海鈴 [12]  清水 真央 

25 013374 具志川高校 我如古 恋杏 仲本 海鈴 [12] 8-1  

016586 読谷高校 佐長 莉那 我如古 恋杏  

26 016588 読谷高校 大原 和夏 6-0  宮城 礼 

016945 浦添高校 大西 希愛來  次呂久 瑠海 

27 013552 浦添高校 比嘉 伽菜女 宮城 礼 6-2  

015687 那覇高校 宮城 礼 次呂久 瑠海  

28 011451 那覇高校 次呂久 瑠海 6-1  新城 英万 [7] 

016133 普天間高校 呉屋 帆香  清水 真央 

29 015921 普天間高校 林 海月 呉屋 帆香 6-0  

016129 知念高校 喜納 沙彩 林 海月  

30 016128 知念高校 知念 優花 6-1  新城 英万 [7] 

014746 首里東高校 奥間 彩衣里  清水 真央 

31 016427 首里東高校 富山 奈海 新城 英万 [7] 6-0  

006632 沖縄尚学高校 新城 英万 [7] 清水 真央  

32 015678 沖縄尚学高校 清水 真央 6-0  

令和４年４月１０日（日）奥武山公園テニスコート　受付8：30～8：50

　決勝戦　



2022年度天沼杯・玉友杯テニス大会

女子ダブルス-本戦
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 

014761 コザ高校 加賀 小梅 [8]  

33 013458 コザ高校 崎間 千景 加賀 小梅 [8] 

015913 北谷高校 上江洲 梨々 崎間 千景 

34 015893 北谷高校 比嘉 姫菜 6-0  加賀 小梅 [8] 

013609 小禄高校 中澤 伊月季  崎間 千景 

35 013673 小禄高校 野原 李帆 中澤 伊月季 6-2  

016918 興南高校 儀間 あした 野原 李帆  

36 013331 興南高校 渡辺 千春 6-2  具志 菜々子 [10] 

015904 首里高校 安田 莉望  具志 萌々子 

37 013664 首里高校 東恩納 愛珠 安田 莉望 6-1  

011642 那覇国際高校 喜名 涼葉 東恩納 愛珠  

38 016657 那覇国際高校 松尾 有姫 6-0  具志 菜々子 [10] 

013713 普天間高校 川平 愛菜  具志 萌々子 

39 016137 普天間高校 末吉 愛翔 具志 菜々子 [10] 6-0  

011571 那覇高校 具志 菜々子 [10] 具志 萌々子  

40 011570 那覇高校 具志 萌々子 6-3  森 珠璃 [4] 

015870 前原高校 下里 菜琉星 [16]  當眞 寧菜 

41 013367 前原高校 中川 媛莉 下里 菜琉星 [16] 8-3  

014534 那覇高校 玉城 瑞稀 中川 媛莉  

42 014434 那覇高校 竹内 珊瑚 6-0  下里 菜琉星 [16] 

016924 普天間高校 手登根 未姫  中川 媛莉 

43 015692 普天間高校 柿本 芽衣子 手登根 未姫 6-2  

016906 具志川高校 上間 ひなた 柿本 芽衣子  

44 015880 具志川高校 具志堅 咲来 6-0  森 珠璃 [4] 

016585 読谷高校 新垣 優奈  當眞 寧菜 

45 016587 読谷高校 知念 里音 中山 華 6-0  

014923 コザ高校 中山 華 悦 妃良  

46 015067 コザ高校 悦 妃良 6-0  森 珠璃 [4] 

    當眞 寧菜 

47   Bye 4 森 珠璃 [4] 6-0  

016343 沖縄尚学高校 森 珠璃 [4] 當眞 寧菜  

48 007082 沖縄尚学高校 當眞 寧菜  下地 美満 [2] 

015636 沖縄尚学高校 吉村 宥南 [5]  小山 みのり 

49 016321 沖縄尚学高校 永井 花怜 吉村 宥南 [5] 8-6  

   永井 花怜  

50   Bye 8  吉村 宥南 [5] 

016677 那覇高校 島袋 陽依里  永井 花怜 

51 014660 那覇高校 石川 可恋 國場 一花 6-0  

014585 小禄高校 國場 一花 高江洲 杏  

52 013550 小禄高校 高江洲 杏 w.o. 吉村 宥南 [5] 

016957 浦添高校 友利 リディア藍梨  永井 花怜 

53 016954 浦添高校 大嵩 美玖 友利 リディア藍梨 6-4  

016897 那覇西高校 杉浦 琳香 大嵩 美玖  

54 016891 那覇西高校 林 さくら 6-1  廣渡 澪 [9] 

016905 具志川高校 宮平 美希  池間 美南 

55 016908 具志川高校 譜久里 梨星 廣渡 澪 [9] 6-0  

005915 普天間高校 廣渡 澪 [9] 池間 美南  

56 006202 普天間高校 池間 美南 6-0  下地 美満 [2] 

010372 コザ高校 植村 青澄 [15]  小山 みのり 

57 013247 コザ高校 田場 響月 植村 青澄 [15] 8-4  

013878 首里高校 兼濱 伽帆 田場 響月  

58 014325 首里高校 花城 若奈 6-3  植村 青澄 [15] 

013712 北谷高校 島袋 葵海  田場 響月 

59 016356 北谷高校 石川 杏 多良間 理々子 7-6(4)  

011427 読谷高校 多良間 理々子 安和 幸花  

60 014916 読谷高校 安和 幸花 6-0  下地 美満 [2] 

013630 小禄高校 前里 好美  小山 みのり 

61 013106 小禄高校 大城 結貴 前里 好美 6-1  

015136 普天間高校 仲村 結杏 大城 結貴  

62 015109 普天間高校 山根 いちご 6-2  下地 美満 [2] 

    小山 みのり 

63   Bye 2 下地 美満 [2] 6-0  

004961 沖縄尚学高校 下地 美満 [2] 小山 みのり  

64 016317 沖縄尚学高校 小山 みのり  

令和４年４月１０日（日）奥武山公園テニスコート　受付8：30～8：50


