
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

U12BD
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

M149827 Scratch Jr 上地 琉生 [1] 

1 M150165 ユニバーサル 日渡 連次 上地 琉生 [1] 

   日渡 連次 

2   Bye 1  上地 琉生 [1] 

M184277 realize 加賀 武蔵  日渡 連次 

3 M703687 GenTS 草場 裕仁 加賀 武蔵 4-1 4-0  

   草場 裕仁  

4   Bye 8  上地 琉生 [1] 

M149646 CLUB DPA☆沖縄 古堅 惺南 [3]  日渡 連次 

5 M149643 GenTS 源河 朝陽 古堅 惺南 [3] 6-4 6-2  

   源河 朝陽  

6   Bye 3  古堅 惺南 [3] 

M701751 Rise TC 神谷 琉斗  源河 朝陽 

7 M184256 Rise TC 野間 伊織 神谷 琉斗 4-0 4-0  

M703688 Rise TC 北村 浄 野間 伊織  

8 M703690 TC Future 金田 海生 1-4 4-2 10-7  浦崎 政辰 [2] 

    矢野 琉悟 

9   Bye 6 前田 悠里 6-1 6-2

M149943 UTC 前田 悠里 喜屋武 隆青  

10 M149513 中城小学校 喜屋武 隆青  前田 悠里 

    喜屋武 隆青 

11   Bye 4 宮城 優斗 4-0 4-1  

M180278 TCμ 宮城 優斗 浦野 裕真  

12 M184259 TCμ 浦野 裕真  浦崎 政辰 [2] 

M701740 GenTS 松井 悠輔  矢野 琉悟 

13 M703686 GenTS 玉城 善 石川 裕陽 6-1 6-4  

M184273 Rise TC 石川 裕陽 金田 青空  

14 M703689 TC Future 金田 青空 4-2 4-0  浦崎 政辰 [2] 

    矢野 琉悟 

15   Bye 2 浦崎 政辰 [2] 4-2 4-1  

M149434 ユニバーサル 浦崎 政辰 [2] 矢野 琉悟  

16 M150276 TCμ 矢野 琉悟  

   

  

U12BD　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 

M149646 CLUB DPA☆沖縄 古堅 惺南 [3] 

M149643 GenTS 源河 朝陽 古堅 惺南 [3] 

M149943 UTC 前田 悠里 源河 朝陽 

M149513 中城小学校 喜屋武 隆青 6-4 6-1  

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

U14BD
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 

M119880 ユニバーサル 大城 優心 [1] 

1 M119887 ユニバーサル 日渡 翔己 大城 優心 [1] 

   日渡 翔己 

2   Bye 1  大城 優心 [1] 

M705360 宜野湾中学校 宜保 幸希  日渡 翔己 

3 M149921 宜野湾中学校 石川 煌 宜保 幸希 4-0 4-1  

   石川 煌  

4   Bye 16  大城 優心 [1] 

M704363 琉大附属中学校 前代 しおん  日渡 翔己 

5 M704365 琉大附属中学校 宮城 蓮 前代 しおん 4-0 4-1  

M705361 沖縄東中学校 中山 晃輔 宮城 蓮  

6 M705362 沖縄東中学校 普久原 優和 5-3 3-5 3-0  仲宗根 悠日都 [7] 

    仲村 亮真 

7   Bye 7 仲宗根 悠日都 [7] 4-1 4-1  

M150051 西原東小学校 仲宗根 悠日都 [7] 仲村 亮真  

8 M691738 西原東小学校 仲村 亮真  大城 優心 [1] 

M121727 GREEN HOUSE 仲村 康希 [3]  日渡 翔己 

9 M149515 Nexus TC 喜久里 心琉 仲村 康希 [3] 6-1 6-2  

   喜久里 心琉  

10   Bye 3  仲村 康希 [3] 

M177832 YKCT 真鼻 結人  喜久里 心琉 

11 M149668 YKCT 高嶋 一吹 真鼻 結人 4-0 4-1  

   高嶋 一吹  

12   Bye 13  仲村 康希 [3] 

    喜久里 心琉 

13   Bye 12 原国 翔 4-2 4-1  

M705363 首里中学校 原国 翔 門脇 大翔  

14 M705364 首里中学校 門脇 大翔  村木 優太 [8] 

    泉 幸樹 

15   Bye 5 村木 優太 [8] w.o. 

M149953 Rise TC 村木 優太 [8] 泉 幸樹  

16 M149934 Rise TC 泉 幸樹  大城 優心 [1] 

M149487 真志喜中学校 嘉味田 丞 [6]  日渡 翔己 

17 M705314 港川中学校 金城 颯真 嘉味田 丞 [6] 6-4 4-6 10-7

   金城 颯真  

18   Bye 6  濱元 琉久 

M705264 Nexus TC 入福濱 究門  羽根 志祐 

19 M705265 Nexus TC 高江洲 魁圭 濱元 琉久 4-0 4-1  

M150300 YKCT 濱元 琉久 羽根 志祐  

20 M172767 TAGテニスアカデミー 羽根 志祐 4-1 4-0  内川 大二朗 

    知念 秀彦 

21   Bye 14 内川 大二朗 4-1 4-0  

M119877 TCμ 内川 大二朗 知念 秀彦  

22 M119894 Rise TC 知念 秀彦  内川 大二朗 

    知念 秀彦 

23   Bye 4 比嘉 惇壬定 [4] 4-1 5-3  

M121728 美里小学校 比嘉 惇壬定 [4] 知念 颯太郎  

24 M691735 STJT 知念 颯太郎  内川 大二朗 

M121722 潮平中学校 田口 大輔 [5]  知念 秀彦 

25 M149913 港川中学校 石新 翔大 田口 大輔 [5] 6-1 6-2  

   石新 翔大  

26   Bye 8  伊舎堂 匠 

M703691 首里中学校 伊舎堂 匠  宮城 圭 

27 M121723 首里中学校 宮城 圭 伊舎堂 匠 5-4(5) 4-1  

   宮城 圭  

28   Bye 10  仲宗根 暖日 [2] 

    池原 匠 

29   Bye 15 新垣 海斗 4-1 4-0  

M691732 Nexus TC 新垣 海斗 田場 理来  

30 M691733 PHT 田場 理来  仲宗根 暖日 [2] 

    池原 匠 

31   Bye 2 仲宗根 暖日 [2] 4-0 4-2  

M150049 ユニバーサル 仲宗根 暖日 [2] 池原 匠  

32 M121726 TC Future 池原 匠  

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

U14BD　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 

M121727 GREEN HOUSE 仲村 康希 [3] 

M149515 Nexus TC 喜久里 心琉 仲宗根 暖日 [2] 

M150049 ユニバーサル 仲宗根 暖日 [2] 池原 匠 

M121726 TC Future 池原 匠 3-6 7-5 10-6  



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

U16BD
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 

M119884 越来中学校 小浜 守大郎 [1] 

1 M119902 首里中学校 金城 朝夢 小浜 守大郎 [1] 

   金城 朝夢 

2   Bye 1  小浜 守大郎 [1] 

M705282 小禄中学校 國吉 逸生  金城 朝夢 

3 M172770 小禄中学校 迫田 和生 國吉 逸生 4-0 4-0  

M705287 真志喜中学校 上間 順正 迫田 和生  

4 M149647 真志喜中学校 古謝 大翔 2-4 5-3 [12-10]  小浜 守大郎 [1] 

    金城 朝夢 

5   Bye 17 古堅 和直 [17] 4-0 4-0  

M149645 南風原中学校 古堅 和直 [17] 照喜名 倖  

6 M149795 南風原中学校 照喜名 倖  国吉 真弦 [15] 

    大山 拓真 

7   Bye 15 国吉 真弦 [15] 4-1 4-2  

M121714 PHT 国吉 真弦 [15] 大山 拓真  

8 M149958 PHT 大山 拓真  小浜 守大郎 [1] 

M119875 那覇国際高校 久場 瞭志 [10]  金城 朝夢 

9 M172796 沖縄尚学高校 河野 真大 久場 瞭志 [10] 4-2 5-3  

   河野 真大  

10   Bye 9  久場 瞭志 [10] 

M184302 宜野湾中学校 東恩納 怜央  河野 真大 

11 M184301 宜野湾中学校 當山 功貴 東恩納 怜央 4-0 4-0  

M705285 昭和薬科中学校 中村 帆貴 當山 功貴  

12 M121718 昭和薬科中学校 仲程 良起 4-2 4-2  久場 瞭志 [10] 

M150060 南星中学校 仲村 莉空  河野 真大 

13 M705367 南星中学校 砂川 琥太郎 喜久里 琉生 4-2 4-2  

M149516 Nexus TC 喜久里 琉生 山川 倖和  

14 M149721 Nexus TC 山川 倖和 4-1 4-0  澤岻 匠也 [8] 

    立津 陽向 

15   Bye 7 澤岻 匠也 [8] 4-0 4-0  

M121702 高江洲中学校 澤岻 匠也 [8] 立津 陽向  

16 M119896 高江洲中学校 立津 陽向  小浜 守大郎 [1] 

M121705 琉大附属中学校 北島 碧 [4]  金城 朝夢 

17 M121708 琉大附属中学校 普久本 安裕 北島 碧 [4] 6-1 6-1  

   普久本 安裕  

18   Bye 3  北島 碧 [4] 

M184296 沖縄東中学校 佐々木 彪雅  普久本 安裕 

19 M184297 沖縄東中学校 玉城 海 佐々木 彪雅 4-1 5-4(5)  

M184284 PHT 吉田 六希 玉城 海  

20 M184253 PHT 東恩納 逞 5-3 1-4 [10-7]  松田 龍樹 [14] 

M184276 東中学校 北島 福の介  植村 大河 

21 M149879 東中学校 森岡 然 北島 福の介 1-4 4-2 [10-4]  

M149946 BCテニスクラブ 前泊 慎達 森岡 然  

22 M705278 仲井真中学校 安室 魁飛 4-1 4-0  松田 龍樹 [14] 

    植村 大河 

23   Bye 13 松田 龍樹 [14] 4-1 1-4 [10-6]  

M121716 北谷中学校 松田 龍樹 [14] 植村 大河  

24 M119889 GenTS 植村 大河  盛島 響希 [6] 

M177818 高江洲中学校 中村 玲王 [12]  與那嶺 陽生 

25 M119878 読谷中学校 具志堅 晴輝 中村 玲王 [12] 4-5(5) 4-0 [10-7]  

   具志堅 晴輝  

26   Bye 11  中村 玲王 [12] 

M184376 名護グリーンクラブ 田本 和輝  具志堅 晴輝 

27 M184377 名護グリーンクラブ 運天 獅琉 田本 和輝 5-3 4-0  

M705290 首里中学校 大湾 喜生 運天 獅琉  

28 M705291 首里中学校 長嶺 光貴 4-1 4-0  盛島 響希 [6] 

M184254 PHT 原田 幹太郎  與那嶺 陽生 

29 M184252 PHT 外間 俐紀 原田 幹太郎 4-2 5-4(4)  

M184388 与勝中学校 久保田 琉希 外間 俐紀  

30 M184382 与勝中学校 佐伯 昊政 4-1 3-5 [10-6]  盛島 響希 [6] 

    與那嶺 陽生 

31   Bye 5 盛島 響希 [6] 4-1 4-1  

M119893 石田中学校 盛島 響希 [6] 與那嶺 陽生  

32 M121710 鏡原中学校 與那嶺 陽生  

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

U16BD
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 

M149413 上山中学校 伊是名 和樹 [5]  

33 M150083 Rise TC 潮平 拓己 伊是名 和樹 [5] 

   潮平 拓己 

34   Bye 6  加賀 小次郎 

M704362 石田中学校 小嶺 隼人  山本 延ノ助 

35 M704364 石田中学校 田村 洸梓 加賀 小次郎 5-3 4-0  

M701093 沖縄東中学校 加賀 小次郎 山本 延ノ助  

36 M149737 沖縄東中学校 山本 延ノ助 4-0 4-0  加賀 小次郎 

M184374 美里中学校 仲村 海斗  山本 延ノ助 

37 M184373 YKCT 大城 友希 仲村 海斗 1-4 4-0 [13-11]  

M705370 昭和薬科中学校 久場 長真 大城 友希  

38 M705371 昭和薬科中学校 大城 昊己 4-0 4-0  富永 周 [9] 

    比嘉 輝 

39   Bye 12 富永 周 [9] 4-0 4-1  

M150203 OSTT 富永 周 [9] 比嘉 輝  

40 M119890 TAGテニスアカデミー 比嘉 輝  大城 達希 [3] 

M149450 PHT 奥村 壮至 [13]  田口 慎太郎 

41 M149872 PHT 新川 結也 奥村 壮至 [13] 4-1 4-1  

   新川 結也  

42   Bye 14  奥村 壮至 [13] 

M705369 南星中学校 平良 康鉄  新川 結也 

43 M705368 南星中学校 洲鎌 龍生 森根 歩斗 4-1 4-1  

M701091 与勝中学校 森根 歩斗 田邉 理勇  

44 M180295 UTC 田邉 理勇 4-0 4-1  大城 達希 [3] 

M184309 宜野湾中学校 仲宗根 弘時  田口 慎太郎 

45 M184308 宜野湾中学校 國吉 悠月 小橋川 桜輝 4-0 4-2  

M184383 与勝中学校 小橋川 桜輝 森根 蓮  

46 M184387 与勝中学校 森根 蓮 4-0 4-0  大城 達希 [3] 

    田口 慎太郎 

47   Bye 4 大城 達希 [3] 4-0 4-0  

M119881 TAGテニスアカデミー 大城 達希 [3] 田口 慎太郎  

48 M121699 潮平中学校 田口 慎太郎  大城 達希 [3] 

M691449 川和中学校 三宅 貫太 [7]  田口 慎太郎 

49 M119879 TCμ 呉屋 優毅 三宅 貫太 [7] 6-3 2-6 [10-5]  

   呉屋 優毅  

50   Bye 8  三宅 貫太 [7] 

M184384 与勝中学校 佐々木 天音  呉屋 優毅 

51 M184385 与勝中学校 那覇 朔大朗 佐々木 天音 4-0 4-0  

M705372 昭和薬科中学校 佐久川 琉政 那覇 朔大朗  

52 M705373 昭和薬科中学校 平田 剛輔 4-2 4-0  三宅 貫太 [7] 

M184330 首里中学校 喜久里 至道  呉屋 優毅 

53 M184331 PHT 小谷 悠斗 中澤 龍 4-2 4-1  

M150029 小禄中学校 中澤 龍 比嘉 良悠  

54 M184340 小禄中学校 比嘉 良悠 w.o. 大城 璃空 [11] 

    知花 青空 

55   Bye 10 大城 璃空 [11] 3-5 4-2 [10-6]  

M149978 TAGテニスアカデミー 大城 璃空 [11] 知花 青空  

56 M177839 TAGテニスアカデミー 知花 青空  次呂久 由恭 [2] 

M184306 宜野湾中学校 中地 晃大 [16]  渡辺 寛多 

57 M184303 宜野湾中学校 神谷 学人 中地 晃大 [16] 4-2 5-4(3)  

   神谷 学人  

58   Bye 16  幸地 健志 [18] 

M177838 PHT 幸地 健志 [18]  藤村 龍兵 

59 M150157 PHT 藤村 龍兵 幸地 健志 [18] 4-1 4-0  

M149963 北谷SC 大城 貴睦 藤村 龍兵  

60 M149604 読谷中学校 金子 聖雅 4-2 2-4 [10-6]  次呂久 由恭 [2] 

M184328 首里中学校 兼次 悠斗  渡辺 寛多 

61 M184329 首里中学校 宮城 亮太 下地 浩太郎 4-0 4-0  

M121707 YKCT 下地 浩太郎 平良 祐音  

62 M150237 石田中学校 平良 祐音 w.o. 次呂久 由恭 [2] 

    渡辺 寛多 

63   Bye 2 次呂久 由恭 [2] 4-1 4-2  

M149749 Scratch Jr 次呂久 由恭 [2] 渡辺 寛多  

64 M150123 Scratch Jr 渡辺 寛多  

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

U16BD　決勝戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Final 勝者 

M119884 越来中学校 小浜 守大郎 [1] 

M119902 首里中学校 金城 朝夢 小浜 守大郎 [1] 

M119881 TAGテニスアカデミー 大城 達希 [3] 金城 朝夢 

M121699 潮平中学校 田口 慎太郎 7-5 6-4  

U16BD　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 

M119893 石田中学校 盛島 響希 [6] 

M121710 鏡原中学校 與那嶺 陽生 盛島 響希 [6] 

M149749 Scratch Jr 次呂久 由恭 [2] 與那嶺 陽生 

M150123 Scratch Jr 渡辺 寛多  5-7 6-4 10-4  



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

U18BD
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com ※会場が奥武山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 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 

M119903 沖縄尚学高校 我謝 慎 [1] 

1 M119949 沖縄尚学高校 谷口 結風 我謝 慎 [1] 

   谷口 結風 

2   Bye 1  我謝 慎 [1] 

M121660 糸満高校 岡野 将暉  谷口 結風 

3 M150152 糸満高校 東内原 倫樹 岡野 将暉 4-1 4-0  

M150291 首里東高校 國吉 淳将 東内原 倫樹  

4 M149566 港川中学校 宮里 玖仁斗 w.o. 我謝 慎 [1] 

M705293 北谷高校 喜屋武 晃基  谷口 結風 

5 M705294 北谷高校 照屋 諒 仲宗根 善杜 [17] 4-0 4-0  

M119920 名護高校 仲宗根 善杜 [17] 大山 真之介  

6 M119925 那覇高校 大山 真之介 4-1 4-0  仲宗根 善杜 [17] 

M705377 コザ高校 伊計 政邦  大山 真之介 

7 M149851 コザ高校 新垣 聡樹 大村 朝修 [13] 4-1 2-4 10-3  

M149983 首里東高校 大村 朝修 [13] 平良 友樹  

8 M150236 首里東高校 平良 友樹 2-4 4-0 10-5  我謝 慎 [1] 

M121661 沖縄工業高校 宮城 楓也 [9]  谷口 結風 

9 M150166 沖縄工業高校 熱田 和紀 宮城 楓也 [9] 4-2 4-0  

M184467 石川高校 上間 琳斗 熱田 和紀  

10 M184469 石川高校 比嘉 凛人 4-2 4-0  宮城 楓也 [9] 

M184431 那覇西高校 久高 将海  熱田 和紀 

11 M149693 那覇西高校 佐伯 亮磨 屋良 駿青 4-0 4-1  

M149466 読谷高校 屋良 駿青 桃原 大吾  

12 M150153 読谷高校 桃原 大吾 2-4 5-4 10-5  仲宗根 大遥 [7] 

M150042 北谷高校 仲宗根 駿  富髙 包音 

13 M150080 北谷高校 仲里 太一 仲宗根 駿 4-0 4-2  

M705296 名護高校 平良 射月 仲里 太一  

14 M705295 名護高校 平良 陸人 4-0 2-4 10-5  仲宗根 大遥 [7] 

    富髙 包音 

15   Bye 7 仲宗根 大遥 [7] 4-0 4-0  

M150046 那覇国際高校 仲宗根 大遥 [7] 富髙 包音  

16 M121688 浦添高校 富髙 包音  我謝 慎 [1] 

M119961 首里高校 佐久間 叶和 [3]  谷口 結風 

17 M119907 首里高校 宮城 洸弥 佐久間 叶和 [3] 6-0 6-3  

   宮城 洸弥  

18   Bye 3  佐久間 叶和 [3] 

M149843 北中城高校 新垣 英隼  宮城 洸弥 

19 M184460 北中城高校 津波 柊斗 新垣 英隼 4-0 4-1  

M705300 球陽高校 大城 勇梧 津波 柊斗  

20 M119885 球陽高校 山城 幸也 5-3 0-4 11-9  佐久間 叶和 [3] 

M150022 昭和薬科高校 中村 倫雅  宮城 洸弥 

21 M150007 昭和薬科高校 知念 琥珀 浦崎 竜空 4-0 4-1  

M184422 那覇工業高校 浦崎 竜空 石原 圭都  

22 M149910 那覇高校 石原 圭都 4-0 4-2  浦崎 竜空 

M184442 普天間高校 中嶋 諒人  石原 圭都 

23 M121669 普天間高校 呉屋 香太朗 伊佐 一澄 [15] 5-4(5) 4-1  

M121674 興南高校 伊佐 一澄 [15] 嘉味田 尚也  

24 M121662 興南高校 嘉味田 尚也 4-0 3-5 10-6  佐久間 叶和 [3] 

M119905 TAGテニスアカデミー 福地 佑貴 [11]  宮城 洸弥 

25 M149380 TAGテニスアカデミー 阿南 斗唯 福地 佑貴 [11] 4-2 3-4 Ret. 

M704370 名護高校 宮城 裕太 阿南 斗唯  

26 M149772 名護高校 小浜 楓 5-3 4-0  久高 秀平 

M690624 首里高校 仲本 裕政  伊覇 侑隼 

27 M149563 浦添高校 宮平 貴将 久高 秀平 4-0 4-1  

M177977 コザ高校 久高 秀平 伊覇 侑隼  

28 M177894 コザ高校 伊覇 侑隼 4-1 4-1  今村 Taven拓nichols [5] 

M119919 那覇西高校 仲宗根 吉秀  渡名喜 想太 

29 M149669 那覇西高校 高良 佳史 仲宗根 吉秀 4-2 1-4 10-2  

M184421 読谷高校 仲地 晃誠 高良 佳史  

30 M184419 読谷高校 仲田 源 4-0 4-0  今村 Taven拓nichols [5] 

    渡名喜 想太 

31   Bye 5 今村 Taven拓nichols [5] 4-1 4-1  

M149680 北谷高校 今村 Taven拓nichols [5] 渡名喜 想太  

32 M150125 北谷高校 渡名喜 想太  

令和４年３月３０日（水）　漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 

M149677 首里高校 国吉 友瑚 [8]  

33 M121666 首里高校 平良 樹 国吉 友瑚 [8] 

   平良 樹 

34   Bye 6  国吉 友瑚 [8] 

M119917 那覇西高校 譜久原 大夢  平良 樹 

35 M119945 那覇西高校 阿波連 陸 山城 天斗 4-1 5-4(3)  

M705305 興南高校 山城 天斗 街 一颯  

36 M119943 興南高校 街 一颯 5-4(6) 4-1  国吉 友瑚 [8] 

M177893 具志川高校 仲里 朝陽  平良 樹 

37 M177892 コザ高校 玉城 希 仲里 朝陽 4-0 4-2  

M184451 北谷高校 當山 孝皇 玉城 希  

38 M150317 北谷高校 與那覇 英伍 3-5 4-1 10-8  平良 翔太郎 [10] 

M149375 読谷高校 シンプソン マイルズ琉  鉢嶺 拓海 

39 M705310 読谷高校 岸本 侑汰 平良 翔太郎 [10] 4-0 4-2  

M119933 TC Future 平良 翔太郎 [10] 鉢嶺 拓海  

40 M150173 北中城高校 鉢嶺 拓海 4-0 4-0  仲間 望 [4] 

M149890 普天間高校 神里 勇斗 [14]  大城 琉翔 

41 M150092 普天間高校 長嶺 僚音 神里 勇斗 [14] 4-0 4-2  

M184425 那覇高校 上原 詩温 長嶺 僚音  

42 M149881 那覇高校 森根 和士 w.o. 神里 勇斗 [14] 

M119873 糸満高校 中西 翔龍  長嶺 僚音 

43 M705304 糸満高校 惣慶 優斗 町田 宗慶 5-3 4-1  

M705301 球陽高校 町田 宗慶 野國 倖多  

44 M150275 球陽高校 野國 倖多 5-3 4-1  仲間 望 [4] 

M705299 名護高校 嘉数 理玖  大城 琉翔 

45 M705297 名護高校 岸本 寿 嘉数 理玖 4-2 4-1  

M177989 昭和薬科高校 中村 拓磨 岸本 寿  

46 M119923 昭和薬科高校 内川 太朗 w.o. 仲間 望 [4] 

    大城 琉翔 

47   Bye 4 仲間 望 [4] 4-0 4-0  

M119901 沖縄尚学高校 仲間 望 [4] 大城 琉翔  

48 M119915 沖縄尚学高校 大城 琉翔  仲間 望 [4] 

M150102 那覇西高校 的場 颯人 [6]  大城 琉翔 

49 M149747 那覇西高校 糸満 壱聖 的場 颯人 [6] 6-2 7-6(5)  

   糸満 壱聖  

50   Bye 8  當真 聡太 

M149710 コザ高校 山根 大器  長山 真宙 

51 M149797 コザ高校 蒋 文旭 當真 聡太 w.o. 

M177974 首里高校 當真 聡太 長山 真宙  

52 M150087 首里高校 長山 真宙 2-4 4-1 10-7  与那嶺 千翔 [12] 

M705382 糸満高校 伊敷 日向  安谷屋 琳士 

53 M705379 糸満高校 竹内 大翔 仲地 草紫 4-0 4-2  

M150061 前原高校 仲地 草紫 玉城 幸之将  

54 M184413 前原高校 玉城 幸之将 4-0 4-0  与那嶺 千翔 [12] 

M150145 球陽高校 島袋 暉  安谷屋 琳士 

55 M184266 球陽高校 篠原 颯太 与那嶺 千翔 [12] 1-4 4-1 11-9  

M149361 首里東高校 与那嶺 千翔 [12] 安谷屋 琳士  

56 M184410 首里東高校 安谷屋 琳士 4-2 1-4 10-3  盛島 光瑠 [2] 

M184453 北谷高校 石原 清斗 [16]  越村 勇斗 

57 M184452 北谷高校 譜久村 大雅 石原 清斗 [16] 4-0 4-0  

M149972 普天間高校 大城 太希 譜久村 大雅  

58 M149671 前原高校 高良 彪 4-0 4-2  島袋 千寛 [18] 

M150139 球陽高校 島袋 千寛 [18]  田場 大翔 

59 M150107 山内中学校 田場 大翔 島袋 千寛 [18] 4-2 4-1  

M150050 宜野湾高校 仲宗根 徹 田場 大翔  

60 M121690 興南高校 真喜志 有武 4-0 4-1  盛島 光瑠 [2] 

M705309 読谷高校 島袋 颯斗  越村 勇斗 

61 M149664 読谷高校 高橋 凛起 島袋 十輝 4-0 4-0  

M150137 石川高校 島袋 十輝 桑江 陽斗  

62 M149638 石川高校 桑江 陽斗 4-0 3-5 10-7  盛島 光瑠 [2] 

    越村 勇斗 

63   Bye 2 盛島 光瑠 [2] 4-0 4-0  

M119938 沖縄尚学高校 盛島 光瑠 [2] 越村 勇斗  

64 M107434 沖縄尚学高校 越村 勇斗  

令和４年３月３０日（水）　漫湖市民テニスコート　受付8：30～8：50
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選手登録番号 所属団体 Final 勝者 

M119903 沖縄尚学高校 我謝 慎 [1] 

M119949 沖縄尚学高校 谷口 結風 我謝 慎 [1] 

M119901 沖縄尚学高校 仲間 望 [4] 谷口 結風 

M119915 沖縄尚学高校 大城 琉翔 6-2 6-1  

U18BD　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 

M119961 首里高校 佐久間 叶和 [3] 

M119907 首里高校 宮城 洸弥 佐久間 叶和 [3] 

M119938 沖縄尚学高校 盛島 光瑠 [2] 宮城 洸弥 

M107434 沖縄尚学高校 越村 勇斗 6-4 2-6 3-0  


