
第51回春季少年少女テニス大会兼全日本ジュニア沖縄県予選

U12GD
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

F149573 TCμ 宮里 琉花 [1] 

1 F149750 YKCT 次呂久 梨瑠 宮里 琉花 [1] 

   次呂久 梨瑠 

2   Bye 1  宮里 琉花 [1] 

F705059 PHT 原田 すず  次呂久 梨瑠 

3 F705060 TCμ 嘉陽 花香 比嘉 釉乙 4-1 4-1  

F691745 GenTS 比嘉 釉乙 玉城 美海  

4 F149592 GenTS 玉城 美海 4-1 4-1  宮里 琉花 [1] 

F691743 YKCT 加藤 ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ春子 [3]  次呂久 梨瑠 

5 F172764 CLUB DPA☆沖縄 古堅 優音 加藤 ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ春子 [3] 6-4 6-3  

   古堅 優音  

6   Bye 3  加藤 ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ春子 [3] 

F177840 YKCT 宮野 紗綾  古堅 優音 

7 F172765 YKCT 泉 侑花 宮野 紗綾 4-2 5-4(4)  

   泉 侑花  

8   Bye 5  宮里 琉花 [1] 

F149736 realize 山本 いち  次呂久 梨瑠 

9 F701747 TCμ 矢野 碧依 今井 瑚々南 6-0 6-1

F149679 フリー 今井 瑚々南 今井 瑚夏  

10 F177830 フリー 今井 瑚夏 4-1 5-3  今井 瑚々南 

    今井 瑚夏 

11   Bye 4 大宜見 叶 [4] 4-2 4-1  

F150287 YKCT 大宜見 叶 [4] 比嘉 月咲  

12 F150182 CLUB DPA☆沖縄 比嘉 月咲  今井 瑚々南 

    今井 瑚夏 

13   Bye 7 前田 美香 6-4 7-6(5)  

F180286 YKCT 前田 美香 大湾 優希  

14 F177827 YKCT 大湾 優希  松代 紗衣 [2] 

    浦野 優里 

15   Bye 2 松代 紗衣 [2] 4-2 4-1  

F149778 Scratch Jr 松代 紗衣 [2] 浦野 優里  

16 F149439 TCμ 浦野 優里  

   

  

U12GD　三位決定戦
３タイブレークセット(ノーアド）、マッチタイブレーク（１０ポイント）

選手登録番号 所属団体 

F691743 YKCT 加藤 ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ春子 [3] 

F172764 CLUB DPA☆沖縄 古堅 優音 加藤 ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ春子 [3] 

F149778 Scratch Jr 松代 紗衣 [2] 古堅 優音 

F149439 TCμ 浦野 優里 3-6 6-4 10-8  

令和４年４月２日（土）　漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50



第51回春季少年少女テニス大会兼全日本ジュニア沖縄県予選

U14GD
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com ※会場がレクドームから漫湖へ変更となります

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

F121720 Scratch Jr 松代 奈海 [1] 

1 F121721 TAGテニスアカデミー 根間 美空 松代 奈海 [1] 

   根間 美空 

2   Bye 1  松代 奈海 [1] 

F150056 PHT 仲村 朱理  根間 美空 

3 F180287 Nexus TC 石川 奈那美 仲村 朱理 4-1 4-0  

   石川 奈那美  

4   Bye 16  松代 奈海 [1] 

F705334 石田中学校 今井 そら  根間 美空 

5 F705333 石田中学校 国分 夢奈 今井 そら 4-0 4-0  

F705387 具志川東中学校 玉城 向日葵 国分 夢奈  

6 F705388 具志川東中学校 金城 愛姫 1-4 4-2 10-6  今井 そら 

    国分 夢奈 

7   Bye 7 下地 華乃 4-1 4-0  

F705338 首里中学校 下地 華乃 仲本 有希  

8 F705337 首里中学校 仲本 有希  松代 奈海 [1] 

F150181 港川中学校 比嘉 結彩 [4]  根間 美空 

9 F691741 TAGテニスアカデミー 石原 ちひろ 比嘉 結彩 [4] 6-1 6-1  

   石原 ちひろ  

10   Bye 3  下里 織世 

F172763 TAGテニスアカデミー 下里 織世  久場 さくら 

11 F149541 安岡中学校 久場 さくら 下里 織世 4-2 2-4 11-9  

F705385 具志川東中学校 久永 舞桜 久場 さくら  

12 F705386 具志川東中学校 越川 あのん 4-0 4-0  保久盛 新菜 [5] 

    平良 六河 

13   Bye 12 具志堅 姫菜 1-4 4-2 10-5  

F705389 具志川東中学校 具志堅 姫菜 桑江 亜衣來  

14 F705390 具志川東中学校 桑江 亜衣來  保久盛 新菜 [5] 

    平良 六河 

15   Bye 5 保久盛 新菜 [5] 4-0 4-0  

F121719 古蔵中学校 保久盛 新菜 [5] 平良 六河  

16 F150239 古蔵中学校 平良 六河  松代 奈海 [1] 

F184332 首里中学校 仲里 美咲 [7]  根間 美空 

17 F184336 首里中学校 具志頭 留華 仲里 美咲 [7] 6-2 1-6 10-7

   具志頭 留華  

18   Bye 6  嘉数 実優 

F705391 具志川東中学校 田場 涼葉  新崎 那美 

19 F705392 具志川東中学校 金城 ゆずき 嘉数 実優 4-0 5-3  

F149483 石田中学校 嘉数 実優 新崎 那美  

20 F149861 石田中学校 新崎 那美 4-0 4-0  宇良 妃織 [3] 

F705324 具志川東中学校 吉村 碧衣  山田 星暉 

21 F705325 具志川東中学校 新里 梨華 宮城 璃衣子 4-0 4-1  

F705326 古蔵中学校 宮城 璃衣子 知念 春夏  

22 F705327 古蔵中学校 知念 春夏 4-0 4-0  宇良 妃織 [3] 

    山田 星暉 

23   Bye 4 宇良 妃織 [3] 4-0 4-0  

F120739 具志川東中学校 宇良 妃織 [3] 山田 星暉  

24 F149731 沖縄東中学校 山田 星暉  上地 琉可 [2] 

F149763 高江テニスクラブ 小形 美楽 [6]  比嘉 桜実 

25 F150277 realize 矢野 綺菜 小形 美楽 [6] 7-6(1) 6-4  

   矢野 綺菜  

26   Bye 8  小形 美楽 [6] 

F705332 石田中学校 松田 優衣  矢野 綺菜 

27 F705330 石田中学校 板良敷 結衣 松田 優衣 4-0 4-0  

   板良敷 結衣  

28   Bye 10  上地 琉可 [2] 

F705323 具志川東中学校 九谷 小春  比嘉 桜実 

29 F705384 具志川東中学校 浜端 友莉愛 九谷 小春 0-4 4-0 10-4  

F705336 首里中学校 比屋根 安珠 浜端 友莉愛  

30 F705335 首里中学校 當銘 麻莉亜 4-0 4-0  上地 琉可 [2] 

    比嘉 桜実 

31   Bye 2 上地 琉可 [2] 4-0 4-0  

F149826 Scratch Jr 上地 琉可 [2] 比嘉 桜実  

32 F121724 CLUB DPA☆沖縄 比嘉 桜実  

令和４年４月２日（土）　漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50



   

第51回春季少年少女テニス大会兼全日本ジュニア沖縄県予選

U14GD　三位決定戦
３タイブレークセット(ノーアド）、マッチタイブレーク（１０ポイント）

選手登録番号 所属団体 

F121719 古蔵中学校 保久盛 新菜 [5] 

F150239 古蔵中学校 平良 六河 宇良 妃織 [3] 

F120739 具志川東中学校 宇良 妃織 [3] 山田 星暉 

F149731 沖縄東中学校 山田 星暉 6-4 6-1



第51回春季少年少女テニス大会兼全日本ジュニア沖縄県予選

U16GD
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 

F115076 ドリームTS 水口 由貴 [1] 

1 F106160 伊川谷中学校 里 歩美 水口 由貴 [1] 

   里 歩美 

2   Bye 1  水口 由貴 [1] 

F184335 首里中学校 山野 心花  里 歩美 

3 F184339 首里中学校 田本 美汎 山野 心花 4-1 4-0  

F184286 伊良波中学校 仲村渠 りねか 田本 美汎  

4 F184287 伊良波中学校 當間 咲月 w.o. 水口 由貴 [1] 

F177932 西原中学校 上原 小桜  里 歩美 

5 F150041 西原東中学校 仲宗根 彩葵 上原 小桜 4-0 4-0  

F184343 小禄中学校 児玉 莉夢 仲宗根 彩葵  

6 F184346 小禄中学校 山元 仁愛 4-1 4-1  中山 華 [7] 

    悦 妃良 

7   Bye 7 中山 華 [7] 4-2 5-4(7)  

F177823 沖縄東中学校 中山 華 [7] 悦 妃良  

8 F177860 沖縄東中学校 悦 妃良  水口 由貴 [1] 

F120742 コザ高校 植村 青澄 [3]  里 歩美 

9 F120736 西崎中学校 石坂 紗有里 植村 青澄 [3] 6-0 6-1  

   石坂 紗有里  

10   Bye 3  植村 青澄 [3] 

F184315 具志川東中学校 山城 心愛  石坂 紗有里 

11 F705341 具志川東中学校 有銘 柚奈 山城 心愛 4-0 4-0  

F184354 小禄中学校 新垣 歩未 有銘 柚奈  

12 F184353 小禄中学校 田港 もも 4-2 4-0  植村 青澄 [3] 

F184363 石嶺中学校 山城 有紀子  石坂 紗有里 

13 F184362 首里森庭球倶楽部 羽地 智菜 山城 有紀子 1-4 4-2 [11-9]  

F184337 首里中学校 大浜 柚希 羽地 智菜  

14 F184338 首里中学校 知念 和希 4-2 4-1  友利 愛留 [5] 

    嘉数 琉花 

15   Bye 5 友利 愛留 [5] 4-1 4-1  

F184356 石田中学校 友利 愛留 [5] 嘉数 琉花  

16 F121725 石田中学校 嘉数 琉花  水口 由貴 [1] 

F121713 ユニバーサル 仲宗根 琴音 [6]  里 歩美 

17 F150235 浦西中学校 平良 望 仲宗根 琴音 [6] 4-6 6-2 [10-6]  

   平良 望  

f   Bye 6  仲宗根 琴音 [6] 

F705395 首里中学校 平安山 奈央  平良 望 

19 F705394 首里中学校 金城 那奈 幸地 向日葵 4-0 4-0  

F184357 石田中学校 幸地 向日葵 波平 美咲  

20 F184359 石田中学校 波平 美咲 4-0 5-4(4)  小山 みのり [4] 

F184317 具志川東中学校 知念 杏奈  畑田 こころ 

21 F184316 具志川東中学校 高原 雛乃 知念 杏奈 5-3 4-0  

F184347 小禄中学校 上床 歩華 [10] 高原 雛乃  

22 F184345 小禄中学校 新垣 凛歩 4-0 4-0  小山 みのり [4] 

    畑田 こころ 

23   Bye 4 小山 みのり [4] 4-0 4-0  

F106681 沖縄尚学高校 小山 みのり [4] 畑田 こころ  

24 F132890 沖縄尚学高校 畑田 こころ  嘉数 ちひろ [2] 

F177821 沖縄東中学校 川平 実乃 [8]  渡久地 杜生 

25 F177822 沖縄東中学校 平良 彩笑 川平 実乃 [8] 6-4 6-2  

F705340 伊良波中学校 前門 風月 平良 彩笑  

26 F705393 伊良波中学校 名嘉 心花 4-1 4-0  ケリー レイマソフィア [9] 

F184390 与勝中学校 ケリー レイマソフィア [9]  恩納 沙亜弥 

27 F184391 与勝中学校 恩納 沙亜弥 ケリー レイマソフィア [9] 4-0 4-1  

F184349 小禄中学校 上原 璃李子 恩納 沙亜弥  

28 F184344 小禄中学校 棚原 侑浬亜 4-1 4-2  嘉数 ちひろ [2] 

F184321 高江洲中学校 島袋 令那  渡久地 杜生 

29 F184322 高江洲中学校 高江洲 琉花 島袋 令那 4-1 4-0  

F184333 首里中学校 志藤 なつ 高江洲 琉花  

30 F184334 首里中学校 村上 優衣 4-5(6) 4-1 [10-8]  嘉数 ちひろ [2] 

    渡久地 杜生 

31   Bye 2 嘉数 ちひろ [2] 4-0 4-0  

F120737 TCμ 嘉数 ちひろ [2] 渡久地 杜生  

32 F120743 宮里中学校 渡久地 杜生  

令和４年４月２日（土）　奥武山公園テニスコート　受付8：30～8：50



   

第51回春季少年少女テニス大会兼全日本ジュニア沖縄県予選

U16GD　三位決定戦
３タイブレークセット(ノーアド）、マッチタイブレーク（１０ポイント）

選手登録番号 所属団体 

F120742 コザ高校 植村 青澄 [3] 

F120736 西崎中学校 石坂 紗有里 小山 みのり [4] 

F106681 沖縄尚学高校 小山 みのり [4] 畑田 こころ 

F132890 沖縄尚学高校 畑田 こころ 6-1 6-3



第51回春季少年少女テニス大会兼全日本ジュニア沖縄県予選

U18GD
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

F121109 沖縄尚学高校 新城 英万 [1] 

1 F114975 沖縄尚学高校 清水 真央 新城 英万 [1] 

   清水 真央 

2   Bye 1  新城 英万 [1] 

F705354 読谷高校 佐長 莉那  清水 真央 

3 F705355 読谷高校 大原 和夏 佐長 莉那 4-0 4-0  

   大原 和夏  

4   Bye 32  新城 英万 [1] 

F150028 小禄高校 中澤 伊月季  清水 真央 

5 F150272 小禄高校 野原 李帆 中澤 伊月季 4-1 4-0  

F120752 首里高校 仲村 和呼 野原 李帆  

6 F149457 首里高校 翁長 花音 4-0 4-0  中澤 伊月季 

    野原 李帆 

7   Bye 15 具志堅 咲来 [15] 4-2 4-0  

F184324 具志川高校 具志堅 咲来 [15] 島田 優衣  

8 F184326 具志川高校 島田 優衣  新城 英万 [1] 

F149954 小禄高校 多嘉良 月花 [12]  清水 真央 

9 F120758 小禄高校 平良 二湖 多嘉良 月花 [12] 4-2 4-2  

   平良 二湖  

10   Bye 9  多嘉良 月花 [12] 

F705343 北谷高校 前里 柚姫  平良 二湖 

11 F184458 北谷高校 屋宜 かのん 前里 柚姫 5-3 4-1  

   屋宜 かのん  

12   Bye 24  廣渡 澪 [6] 

    池間 美南 

13   Bye 25 嘉手苅 美来 4-1 4-0  

F705398 那覇西高校 嘉手苅 美来 杉浦 琳香  

14 F705399 那覇西高校 杉浦 琳香  廣渡 澪 [6] 

    池間 美南 

15   Bye 7 廣渡 澪 [6] 4-0 4-0  

F120774 普天間高校 廣渡 澪 [6] 池間 美南  

16 F121658 普天間高校 池間 美南  新城 英万 [1]

F115045 沖縄尚学高校 吉村 宥南 [3]  清水 真央

17 F120748 沖縄尚学高校 當眞 寧菜 吉村 宥南 [3] 6-1 6-4

   當眞 寧菜  

18   Bye 3  吉村 宥南 [3] 

F121657 浦添高校 下地 愛菜  當眞 寧菜 

19 F121654 豊見城高校 田口 夏来 下地 愛菜 4-0 4-0  

   田口 夏来  

20   Bye 29  吉村 宥南 [3] 

    當眞 寧菜 

21   Bye 20 仲本 愛央衣 4-0 4-1  

F705352 読谷高校 仲本 愛央衣 當山 杏  

22 F705348 読谷高校 當山 杏  川平 愛菜 [13] 

    末吉 愛翔 

23   Bye 13 川平 愛菜 [13] 4-5(4) 4-1 [10-6]  

F149930 普天間高校 川平 愛菜 [13] 末吉 愛翔  

24 F184447 普天間高校 末吉 愛翔  吉村 宥南 [3] 

F150019 前原高校 中川 媛莉 [9]  當眞 寧菜 

25 F149716 コザ高校 山城 萌々愛 中川 媛莉 [9] 4-0 4-2  

   山城 萌々愛  

26   Bye 11  中川 媛莉 [9] 

F149948 小禄高校 前里 好美  山城 萌々愛 

27 F150293 小禄高校 國場 一花 前里 好美 4-1 5-3  

   國場 一花  

28   Bye 21  中川 媛莉 [9] 

    山城 萌々愛 

29   Bye 28 岸本 未来 4-2 4-1  

F705344 名護商工高校 岸本 未来 玉城 桃華  

30 F705345 名護商工高校 玉城 桃華  具志 菜々子 [7] 

    具志 萌々子 

31   Bye 5 具志 菜々子 [7] 4-0 4-1  

F149634 那覇高校 具志 菜々子 [7] 具志 萌々子  

32 F149635 那覇高校 具志 萌々子  

令和４年３月２９日（火）　漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50



第51回春季少年少女テニス大会兼全日本ジュニア沖縄県予選

U18GD
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

F690602 コザ高校 加賀 小梅 [5]  

33 F149703 コザ高校 崎間 千景 加賀 小梅 [5] 

   崎間 千景 

34   Bye 6  加賀 小梅 [5] 

F150133 北谷高校 島袋 葵海  崎間 千景 

35 F184457 北谷高校 石川 杏 島袋 葵海 4-0 4-0  

   石川 杏  

36   Bye 27  加賀 小梅 [5] 

F149445 首里東高校 奥間 彩衣里  崎間 千景 

37 F705357 首里東高校 富山 奈海 大城 綾夏 2-4 4-2 [11-9]  

F690609 小禄高校 大城 綾夏 砂辺 琉奈  

38 F705346 小禄高校 砂辺 琉奈 4-1 4-0  呉屋 帆香 [11] 

    林 海月 

39   Bye 12 呉屋 帆香 [11] 4-1 4-0  

F184445 普天間高校 呉屋 帆香 [11] 林 海月  

40 F184444 普天間高校 林 海月  下地 美満 [4] 

F120753 那覇高校 保久盛 杏菜 [16]  永井 花怜 

41 F149569 那覇高校 宮里 日向 保久盛 杏菜 [16] 4-1 4-0  

   宮里 日向  

42   Bye 14  保久盛 杏菜 [16] 

F705396 具志川高校 上間 ひなた  宮里 日向 

43 F705397 具志川高校 又吉 彩莉 上間 ひなた 4-1 4-0  

   又吉 彩莉  

44   Bye 19  下地 美満 [4] 

    永井 花怜 

45   Bye 30 福田 凜子 4-1 4-0  

F705350 読谷高校 福田 凜子 福田 杏詩  

46 F705349 読谷高校 福田 杏詩  下地 美満 [4] 

    永井 花怜 

47   Bye 4 下地 美満 [4] 4-0 4-1  

F121116 沖縄尚学高校 下地 美満 [4] 永井 花怜  

48 F129760 沖縄尚学高校 永井 花怜  下地 美満 [4]

F184415 前原高校 下里 菜琉星 [8]  永井 花怜

49 F150072 具志川高校 仲本 海鈴 下里 菜琉星 [8] 6-2 7-6(9)

   仲本 海鈴  

50   Bye 8  下里 菜琉星 [8] 

F184459 北谷高校 上江洲 梨々  仲本 海鈴 

51 F184455 北谷高校 比嘉 姫菜 上江洲 梨々 5-3 4-1  

   比嘉 姫菜  

52   Bye 26  兼濱 伽帆 [10] 

    城間 かれん 

53   Bye 23 新垣 優奈 4-5 4-1 [10-8]  

F705351 読谷高校 新垣 優奈 知念 里音  

54 F705353 読谷高校 知念 里音  兼濱 伽帆 [10] 

    城間 かれん 

55   Bye 10 兼濱 伽帆 [10] 4-1 4-0  

F149642 首里高校 兼濱 伽帆 [10] 城間 かれん  

56 F149833 西原高校 城間 かれん  森 珠璃 [2] 

F121682 普天間高校 喜友名 伶奈 [14]  黒木 思歩 

57 F150140 普天間高校 島袋 夢向子 喜友名 伶奈 [14] 4-0 4-1  

   島袋 夢向子  

58   Bye 16  喜友名 伶奈 [14] 

F184417 知念高校 喜納 沙彩  島袋 夢向子 

59 F184418 知念高校 知念 優花 喜納 沙彩 4-1 4-1  

   知念 優花  

60   Bye 18  森 珠璃 [2] 

F184274 読谷高校 多良間 理々子  黒木 思歩 

61 F705347 読谷高校 安和 幸花 多良間 理々子 4-2 4-0  

F149964 小禄高校 大城 結貴 安和 幸花  

62 F149665 小禄高校 高江洲 杏 4-1 5-3  森 珠璃 [2] 

    黒木 思歩 

63   Bye 2 森 珠璃 [2] 4-0 4-0  

F115031 沖縄尚学高校 森 珠璃 [2] 黒木 思歩  

64 F132552 沖縄尚学高校 黒木 思歩  

令和４年３月２９日（火）　漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50



   

第51回春季少年少女テニス大会兼全日本ジュニア沖縄県予選

U18GD　決勝戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Final 勝者 

F121109 沖縄尚学高校 新城 英万 [1] 

F114975 沖縄尚学高校 清水 真央 新城 英万 [1] 

F121116 沖縄尚学高校 下地 美満 [4] 清水 真央 

F129760 沖縄尚学高校 永井 花怜 6-7(7) 6-0 10-4

U18GD　三位決定戦
３タイブレークセット(ノーアド）、マッチタイブレーク（１０ポイント）

選手登録番号 所属団体 

F115045 沖縄尚学高校 吉村 宥南 [3] 

F120748 沖縄尚学高校 當眞 寧菜 森 珠璃 [2] 

F115031 沖縄尚学高校 森 珠璃 [2] 黒木 思歩 

F132552 沖縄尚学高校 黒木 思歩 6-1 6-0

U18GD　５位～６位決定戦
３ショートセット（ノーアド）、マッチタイブレーク（１０ポイント）

選手登録番号 所属団体 

F149642 首里高校 兼濱 伽帆 [10] 

F149833 西原高校 城間 かれん 兼濱 伽帆 [10] 

F690602 コザ高校 加賀 小梅 [5] 城間 かれん 

F149703 コザ高校 崎間 千景 w・o 廣渡 澪 [6] 

F120774 普天間高校 廣渡 澪 [6] 池間 美南 

F121658 普天間高校 池間 美南 廣渡 澪 [6] 4-0 4-1

F150019 前原高校 中川 媛莉 [9] 池間 美南 

F149716 コザ高校 山城 萌々愛 4-1 3-5 10-8

U18GD　７位～８位決定戦
３ショートセット（ノーアド）、マッチタイブレーク（１０ポイント）

選手登録番号 所属団体 

F690602 コザ高校 加賀 小梅 [5]  

F149703 コザ高校 崎間 千景 中川 媛莉 [9] 

F150019 前原高校 中川 媛莉 [9] 山城 萌々愛 

F149716 コザ高校 山城 萌々愛 w・o  


