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

000746 YKCT 田村 知大 [1] 

1 000548 YKCT 下里 梨紗 田村 知大 [1] 

   下里 梨紗 

2   Bye 1  吉井 恵三 

005742 おきなわスポーツイノベーション協会(株) 石村 幸慎  神 和圭菜 

3 016195 ヤバメーン 北村 周子 吉井 恵三 6-1  

010648 フリー 吉井 恵三 神 和圭菜  

4 011139 フリー 神 和圭菜 6-4  仲村渠 明人 

002239 漫友会ストレート 喜納 祐市 [4]  下地 奈奈 

5 012913 ヤバメーン 浦崎 結子 仲村渠 明人 6-4  

004354 沖電TC 仲村渠 明人 下地 奈奈  

6 000034 りゅうせき 下地 奈奈 6-1  仲村渠 明人 

004499 沖縄県労働金庫 喜屋武 隆太  下地 奈奈 

7 003616 ヤバメーン 喜屋武 絵里香 喜屋武 隆太 6-1  

006309 漫友会 鉢嶺 清章 喜屋武 絵里香  

8 008382 ESFORCO 鉢嶺 結 6-3  仲村渠 明人 

011800 フリー 東江 隆弥  下地 奈奈 

9 015042 ヤバメーン 濵田 明世 東江 隆弥 7-6(3)  

004868 shot 普天間 朝昂 濵田 明世  

10 000705 フリー 下地 麻奈 6-2  東江 隆弥 

014825 TCI 伊佐 敏紀  濵田 明世 

11 001412 FIVE FANTASISTA 我那覇 みなみ 萩原 由法 [3] 7-5  

010083 ㈱YUKUリゾート 萩原 由法[3] 小川 万理子  

12 007570 ヤバメーン 小川 万理子 6-2  東江 隆弥 

002715 shot 中村 翔  濵田 明世 

13 015801 フリー 中村 恵莉菜 玉寄 貴也 6-1  

006292 フリー 玉寄 貴也 玉寄 春奈  

14 012977 ヤバメーン 玉寄 春奈 w.o. 玉寄 貴也 

    玉寄 春奈 

15   Bye 2 久貝 太一 [2] 7-6(5)  

000176 日本郵便㈱ 久貝 太一 [2] 平良 栞奈  

16 003338 南西海運 平良 栞奈  
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005451 フリ－ 儀間 仁 [1] 

1 008028 Freedom 小林 弥生 儀間 仁 [1] 

   小林 弥生 

2   Bye 1  上原 慎也 

015610 友愛医療センター 上原 慎也  阿波連 詩織 

3 005786 ESFORCO 阿波連 詩織 上原 慎也 6-3  

010857 グロリオサ 齋藤 隆司 阿波連 詩織  

4 010883 グロリオサ 知念 美和 6-0  上原 慎也 

004421 チームわくがわ 湧川 重智 [4]  阿波連 詩織 

5 004565 Vamos 儀間 真紀 湧川 重智 [4] 6-4  

011619 J1 奥平 響 儀間 真紀  

6 011889 スカーレット 矢野 淳子 6-1  湧川 重智 [4] 

004791 太陽クラブ 仲間 良樹  儀間 真紀 

7 008060 Freedom 瀬良垣 美賀 仲間 良樹 6-2  

010074 Nexus TC 大城 徹也 瀬良垣 美賀  

8 004725 Nexus TC 仲西 早苗 6-3  上原 慎也 

006312 ケンテニ 志喜屋 光大  阿波連 詩織 

9 016832 ケンテニ 志喜屋 麻美 志喜屋 光大 6-3  

015787 FOCUS 石川 雄一郎 志喜屋 麻美  

10 015031 FOCUS 二宮 祥子 6-3  兼次 竜佑 [3] 

014234 琉大医学部 岡田 雅海  兼次 愛 

11 003821 琉球大学 宮城 安寿 兼次 竜佑 [3] 7-6(3)  

009116 日本郵便㈱ 兼次 竜佑[3] 兼次 愛  

12 015521 フリー 兼次 愛 6-4  兼次 竜佑 [3] 

016456 T.T.T. 藤田 勝大  兼次 愛 

13 013180 TTT 狩俣 美佐江 藤田 勝大 5-5 Ret. 

015322 テニスラウンジ糸満 比嘉 拓也 狩俣 美佐江  

14 015782 テニスラウンジ糸満 安次嶺 優紀 6-2  藤田 勝大 

015783 フリー 島袋 昭平  狩俣 美佐江 

15 013846 ケンテニ 新崎 華奈子 和田 伸也 [2] 7-5  

015282 J1 和田 伸也[2] 清水 春奈  

16 013975 Skinny Club 清水 春奈 7-5  
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004479 フリー 浦崎 薫 

1 006593 フリー 浦崎 史子 浦崎 薫 

   浦崎 史子 

2   Bye 1  大城 良太 

016969 フリー 玉井 嗣久  大城 ちとせ 

3 008068 ケンテニ 玉寄 紀子 大城 良太 7-5  

000658 次男連合 大城 良太 大城 ちとせ  

4 004254 次男連合 大城 ちとせ 7-5  大城 良太 

    大城 ちとせ 

5   Bye 9 神里 力 6-4  

015053 フリー 神里 力 菊沢 幸子  

6 012868 テニスラウンジ糸満 菊沢 幸子  松山 玄徳 

    神 久美 

7   Bye 7 松山 玄徳 6-0  

016221 FIVE FANTASISTA 松山 玄徳 神 久美  

8 014637 ベテルギウス 神 久美  渡名喜 庸市 

006134 HEMTEC 都倉 稔  宮里 愛香 

9 005462 HEMTEC 平良 聡美 都倉 稔 2-1 Ret. 

   平良 聡美  

10   Bye 3  渡名喜 庸市 

004706 テニスラウンジ糸満 与儀 優  宮里 愛香 

11 004738 テニスラウンジ糸満 与儀 久美子 渡名喜 庸市 w.o. 

004493 フリー 渡名喜 庸市 宮里 愛香  

12 009739 Nexus TC 宮里 愛香 6-0  渡名喜 庸市 

    宮里 愛香 

13   Bye 12 比嘉 哲二 6-1  

010797 アヴァンティ庭球倶楽部 比嘉 哲二 長嶺 朋子  

14 003555 TTT 長嶺 朋子  ヤボル シシコフ 

    森山 久未 

15   Bye 5 ヤボル シシコフ 6-4  

004898 北谷SC ヤボル シシコフ 森山 久未  

16 016022 北谷SC 森山 久未  渡名喜 庸市 

014864 TEAM ASA-TENI 前川 考治  宮里 愛香 

17 015528 フリー 知念 芳恵 前川 考治 6-3  

   知念 芳恵  

18   Bye 6  大久保 洋 

004838 高カロリーズ 大久保 洋  喜多 倫子 

19 010710 Beast 喜多 倫子 大久保 洋 6-1  

   喜多 倫子  

20   Bye 11  市野 皓之 

    佐藤 優菜 

21   Bye 14 市野 皓之 6-3  

016314 県総ナイターＴＣ 市野 皓之 佐藤 優菜  

22 013966 県総ナイターＴＣ 佐藤 優菜  市野 皓之 

004549 大同火災 平良 悟  佐藤 優菜 

23 004822 プロバンス 仲本 典子 平良 悟 6-4  

004080 フリー 上原 秀樹 仲本 典子  

24 004963 フリー 新垣 由梨乃 6-4  神谷 保 

006212 クアーズ 仲村 芳晃  稲福 麻衣子 

25 003532 フリー 與那覇 瑠海 仲村 芳晃 6-4  

   與那覇 瑠海  

26   Bye 8  仲村 芳晃 

016972 FREE 佐藤 寛  與那覇 瑠海 

27 016968 フリー 玉城 奈莉子 佐藤 寛 6-0  

   玉城 奈莉子  

28   Bye 10  神谷 保 

    稲福 麻衣子 

29   Bye 15 東松 克昌 6-1  

016471 ケンテニ 東松 克昌 宮城 美香子  

30 009699 ケンテニ 宮城 美香子  神谷 保 

    稲福 麻衣子 

31   Bye 2 神谷 保 w.o. 

004743 ウッディーズ 神谷 保 稲福 麻衣子  

32 011797 グロリオサ 稲福 麻衣子  
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011880 マーブ倶楽部 金城 良和 

1 011617 マーブ倶楽部 前川 末美 金城 良和 

   前川 末美 長濱 勝也 長濱 勝也 

2   Bye 1  國吉 真栄 谷久保 えりか 谷久保 えりか 

008466 Ｍ&Ｍ 國吉 真栄  新井 左織 小柳 邦彦 6-4  

3 004820 Nexus TC 新井 左織 國吉 真栄 6-4  神谷 利津子 

   新井 左織  

4   Bye 32  橋本 亘 

016784 HTJ 高良 謙作  當山 田岐子 

5 011531 HTJ 谷中田 那々子 橋本 亘 6-0  

010869 くるめ 橋本 亘 當山 田岐子  

6 010116 スーン 當山 田岐子 6-2  橋本 亘 

    當山 田岐子 

7   Bye 15 鈴木 裕之 6-1  

005805 Ｍ&Ｍ 鈴木 裕之 島本 和代  

8 004674 首里森庭球倶楽部 島本 和代  橋本 亘 

006782 マーブ倶楽部 金城 良範  當山 田岐子 

9 012882 マーブ倶楽部 仲宗根 一美 嘉数 義治 6-1  

005442 FOCUS 嘉数 義治 嘉数 節子  

10 004878 ウッディーズ 嘉数 節子 6-2  嘉数 義治 

004367 あっちゃんず軍団 日置 耕一  嘉数 節子 

11 016210 あっちゃんず軍団 日置 姿乃 日置 耕一 w.o. 

   日置 姿乃  

12   Bye 24  須田 一誠 

    高嶺 清美 

13   Bye 25 奥濱 真一 6-4  

004251 SSS 奥濱 真一 與那嶺 睦美  

14 016199 SSS 與那嶺 睦美  須田 一誠 

    高嶺 清美 

15   Bye 7 須田 一誠 6-4  

014275 フリー 須田 一誠 高嶺 清美  

16 010464 ボルドー 高嶺 清美  長濱 勝也 

011869 OBCOテニス部 伊藤 大作  谷久保 えりか 

17 013178 OBCOテニス部 前木 紫乃 伊藤 大作 6-2  

   前木 紫乃  

18   Bye 3  仲宗根 裕太 

016948 FOCUS 松田 大吾  崎山 則子 

19 011535 TCμ 諸見里 直美 仲宗根 裕太 6-2  

010164 フリー 仲宗根 裕太 崎山 則子  

20 015039 フリー 崎山 則子 6-0  長濱 勝也 

    谷久保 えりか 

21   Bye 20 根間 一弥樹 6-4  

009812 友テニ 根間 一弥樹 津波古 幸菜  

22 016959 友テニ 津波古 幸菜  長濱 勝也 

    谷久保 えりか 

23   Bye 13 長濱 勝也 6-3  

015805 漫友会ストレート 長濱 勝也 谷久保 えりか  

24 016083 あっちゃんず軍団 谷久保 えりか  長濱 勝也 

004398 ウエンズ 下地 隆  谷久保 えりか 

25 006177 スーン 下地 孝子 下地 隆 6-1  

   下地 孝子  

26   Bye 11  下地 隆 

016970 BCテニスクラブ 大城 辰雄  下地 孝子 

27 015091 チームわくがわ 大城 人美 大城 辰雄 6-0  

   大城 人美  

28   Bye 21  下地 隆 

    下地 孝子 

29   Bye 28 廣澤 英治 6-0  

013157 HTJ 廣澤 英治 照屋 美奈子  

30 013159 HTJ 照屋 美奈子  廣澤 英治 

    照屋 美奈子 

31   Bye 5 中江 裕司 6-3  

008506 TCμ 中江 裕司 中江 素子  

32 014334 TCμ 中江 素子  
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009713 Nexus TC 伊波 幸広  

33 012893 Nexus TC 高橋 裕子 伊波 幸広 

   高橋 裕子 

34   Bye 6  平原 勇俊 

014877 西崎テニスクラブ 平原 勇俊  平原 仁美 

35 016965 西崎テニスクラブ 平原 仁美 平原 勇俊 7-6(4)  

   平原 仁美  

36   Bye 27  平原 勇俊 

    平原 仁美 

37   Bye 22 渡口 良人 6-0  

014818 友テニ 渡口 良人 比嘉 カンナ  

38 004179 友テニ 比嘉 カンナ  渡口 良人 

    比嘉 カンナ 

39   Bye 12 上原 紀幸 6-1  

009752 ガチンコ 上原 紀幸 森谷 留美  

40 016493 FOCUS 森谷 留美  松田 将太 

011850 FOCUS 奥原 聡  池原 佳那 

41 006163 FOCUS 垣花 修子 奥原 聡 6-2  

   垣花 修子  

42   Bye 14  奥原 聡 

010268 フリー 神里 要  垣花 修子 

43 010254 ベテルギウス 宮城 由紀 神里 要 w.o. 

   宮城 由紀  

44   Bye 19  松田 将太 

016960 オールフリー 松田 将太  池原 佳那 

45 016961 フリ－ 池原 佳那 松田 将太 7-6(11)  

008471 レジェンド 山田 義久 池原 佳那  

46 008474 レジェンド 村口 恵 7-6(6)  松田 将太 

    池原 佳那 

47   Bye 4 多良間 英明 6-2  

011862 OBCOテニス部 多良間 英明 大宜見 知波  

48 001871 フリー 大宜見 知波  小柳 邦彦 

014726 チャンス 當銘 進次  神谷 利津子 

49 010143 チャンス 上原 しのぶ 當銘 進次 6-3  

   上原 しのぶ  

50   Bye 8  當銘 進次 

011863 OBCOテニス部 上原 一仁  上原 しのぶ 

51 011882 OBCOテニス部 上地 陽子 上原 一仁 6-3  

   上地 陽子  

52   Bye 26  新里 茂希 

    阿波根 美乃 

53   Bye 23 新里 茂希 6-0  

015092 チームわくがわ 新里 茂希 阿波根 美乃  

54 015784 DOWN THE LINE 阿波根 美乃  新里 茂希 

014815 HTJ 前野 信哉  阿波根 美乃 

55 014995 HTJ 前野 智絵 嘉陽田 朝之 6-2  

016214 首里森AG 嘉陽田 朝之 古謝 智子  

56 015603 あっちゃんず軍団 古謝 智子 6-4  小柳 邦彦 

014167 STCR 梅木 寿治  神谷 利津子 

57 011539 STCR 新垣 愛 梅木 寿治 6-4  

   新垣 愛  

58   Bye 16  川満 多己雄 

009759 ウッディーズ 川満 多己雄  須田 真美子 

59 013637 ボルドー 須田 真美子 川満 多己雄 6-3  

   須田 真美子  

60   Bye 18  小柳 邦彦 

    神谷 利津子 

61   Bye 31 砂川 昌彦 7-6(2)  

016963 オールフリー 砂川 昌彦 松田 沙代子  

62 016962 ふりぃー 松田 沙代子  小柳 邦彦 

005495 毎日TC 中島 克己  神谷 利津子 

63 009684 FINE 仲間 由起子 小柳 邦彦 6-1  

006748 フリー 小柳 邦彦 神谷 利津子  

64 004746 ウッディーズ 神谷 利津子 7-5  
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