
1 2 3 4 勝　敗 順　位

伊佐　敏紀 (TCI)

平良　直樹 (TCI)

大島　竜太 (MRS)

竹内　望 (MRS)

神谷　保 (グロリオサ&ウッディーズ)

齋藤　隆司 (グロリオサ)

松山　玄徳 (FiveFantasista)

名城　綱基 (Happiness OKTC KADENA)

5 6 7 8 勝　敗 順　位

比嘉　厚 (Betelgeuse)

山城　晋平 (あっちゃんず軍団)

與那城　章一 (玉城軍)

川満　佑一 (玉城軍)

渡名喜　庸市 (NALDA)

比嘉　成人 (NALDA)

石原　克昭 （フリーザ）

大城　正義 （フリーザ）

9 10 11 12 勝　敗 順　位

羽田　晶年 (ワープ)

安次嶺　昌記 (ワープ)

照屋　和幸 (フリー)

佐野　誠一 (ザ☆リターン。)

内藤　雅実 (フリー)

神里　要 (フリー)

當山　善一 (フリー)

真栄喜　清吾 (TAPiC)

13 14 15 16 勝　敗 順　位

比嘉　遼人 (ゆいまーるTC)

宮城　達史 (ゆいまーるTC)

伊波　幸広 (Nexus TC)

久貝　順治 (フリー)

植田　賢司 (team48)

中村　猛 (team48)

金城　宏尚 (那覇空自)

木下　伸夫 (友テニ)

17 18 19 20 勝　敗 順　位

川平　嘉昭 (クラウディ)

平良　悟 (プロバンス)

松野　孝政 (かりゆしテニス)

栗木　隆太朗 (かりゆしテニス)

川満　多己雄 (ウッテーズ)

友利　正吉 (木漫)

金城　宏也 (あっちゃんず軍団)

中島　克己 (FTC)

試合順序　17-18  19-20  17-19  18-20  17-20  18-19 (1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)

15

14

試合順序　13-14  15-16  13-15  14-16  13-16  14-15　(1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)　

＜　男　子　初・中級 クラス　＞

Aリーグ

1

2

3

4

試合順序　　1-2　　3-4　　1-3　　2-4　　1-4　　2-3　(1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)

6

Ｂリーグ

5

8

9

Cリーグ

16

7

試合順序　　5-6　　7-8　　5-7　　6-8　　5-8　　6-7　(1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)　

13

17

10

Dリーグ

12

試合順序　　9-10  11-12  9-11  10-12  9-12  10-11　(1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)

11

19

18

20

Eリーグ



21 22 23 24 勝　敗 順　位

山入端　竜也 (カニクリームコロッケ)

新垣　博之 (カニクリームコロッケ)

金城　正樹 (ミュー)

浜本　昭 (ミュー)

儀保　健蔵 (NexusTC)

佐久田　直克 (NexusTC)

上原　一仁 (OBCO)

多良間　英明 (OBCO)

25 26 27 28 勝　敗 順　位

渡口　良人 (友テニ)

髙橋　誠一 (友テニ)

上原　紀幸 (ガチンコ)

島　宏史 (ケンテニ)

屋良　憲治 (かりゆしテニス)

玉那覇　巧 (かりゆしテニス)

秦　一 (サンデーズ)

下地　敏彦 (サンデーズ)

29 30 31 32 勝　敗 順　位

屋良　朝飛 (友テニ)

金城　瑛次 (友テニ)

伊藤　稔 (かりゆしテニス)

城田　周一 (かりゆしテニス)

中村　稔 (Nexus TC mini)

北原　邦彦 (Nexus TC mini)

奥濱　真一 (sss)

石井　周 (TF)

33 34 35 36 勝　敗 順　位

新里　茂希 (チームわくがわ)

池村　恒平 (DOWN THE LINE)

山本　明 (サンデーズ)

具志堅　恵治 (サンデーズ)

瀧口　真也 (首里森庭球倶楽部)

金城　孝也 (フリー)

伊敷　弘俊 (にこにこテニスクラブ)

大湾　朝明 (HEMTEC)

試合順序　21-22　23-24　21-23　22-24　21-24　22-23　(1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)

30

Ｈリーグ
29

32

31

試合順序　25-26　27-28　25-27　26-28　25-28　26-27(1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)  　　　　

23

26

25

27

Fリーグ

28

22

21

Gリーグ

24

Iリーグ

33

34

36

35

試合順序 29-30　31-32　29-31　30-32　29-32　30-31  (1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)　　　　

試合順序　33-34　35-36　33-35　34-36　33-36　34-35　(1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)　　　



37 38 39 40 勝　敗 順　位

澤紙　教克 (DOWN THE LINE)

阿波根　優 (チームわくがわ)

武田　智 (TF)

小波津　和宗 (TF)

諸喜田　祐立 (宜野湾市役所)

島袋　彰 (フリー)

玉城　尚康 (かりゆしテニス会)

神里　常矢 (かりゆしテニス会)

41 42 43 44 勝　敗 順　位

名嘉　正繁 (チームわくがわ)

奥原　聡 (FOCUS)

仲村　祐史 (宜野湾市役所)

山城　順也 (フリー)

玉城　達也 (玉城・仲間)

仲間　秀樹 (玉城・仲間)

伊藤　大作 (OBCO)

大山　剛明 (OBCO)

45 46 47 48 勝　敗 順　位

前野　信哉 (HTJ)

波田　真一郎 (フリー)

平良　圭 (TCμ)

津波古　正輝 (TCμ)

根間　孝幸 (あっちゃんず軍団)

日置　耕一 (あっちゃんず軍団)

小川　顕 (あっちゃんず軍団)

島田　一樹 (フリー)

試合順序　45-46　47-48　45-47　46-48　45-48　46-47  (1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)　　　　

　　　　③3チームの勝敗が同数の場合　１．総勝利試合数　２．取得ゲーム率(取得ゲーム数÷全ゲーム数）

順位：①総勝利試合数

　　  　②2チームの勝敗が同数の場合　１．直接対決　２総勝利試合数　3．取得ゲーム率(取得ゲーム数÷全ゲーム数）

38

Jリーグ

37

40

42

39

Kリーグ

41

44

43

Lリーグ

45

46

47

試合順序　37-38　39-40　37-39　38-40　37-40　38-39　(1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)　　　

試合順序　41-42　43-44　41-43　42-44　41-44　42-43  (1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)　　　　

48



1 2 3 4 勝　敗 順　位

安次嶺　優紀 (テニスラウンジ糸満)

阿波連　詩織 (Avancer)

兼次　愛 (PTG)

宮里　愛香 (PTG)

長田　香代子 (Vamos)

稲福　麻衣子 (グロリオサ)

佐藤　優菜 (KNTC)

田口　星奈 (フリー)

5 6 7 8 勝　敗 順　位

池原　純恵 (ファニーズ)

田路　浩子 (あっちゃんず軍団)

比嘉　聖子 (バモス)

神　久美 (ベテルギウス)

金城　つぶら (Fine)

松尾　麻美 (Fine)

仲本　典子 (プロバンス)

狩俣　美佐江 (T.T.T.)

9 10 11 12 勝　敗 順　位

知念　美和 (グロリオサ)

平良　真寿美 (グロリオサ)

阿波根　美乃 (マイペース)

新里　佳央里 (チームわくがわ)

大城　文乃 (Nexus TC)

與那覇　瑠海 (ぷらす)

崎山　則子 (フリー)

藤田　香織 (TRY)

13 14 15 16 勝　敗 順　位

志村　昌枝 (TCμ)

當山　多岐子 (Soon)

徳永　成子 (ロイヤル)

新里　マサエ (フリー)

仲村渠　さゆり (Fine)

福　悦子 (Fine)

日置　姿乃 (あっちゃんず軍団)

吉浜　さやか (あっちゃんず軍団)

試合順序　13-14  15-16  13-15  14-16  13-16  14-15　(1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)

16

15

14

試合順序　　9-10  11-12  9-11  10-12  9-12  10-11　　(1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)

Dリーグ

13

12

11

10

試合順序　　5-6　　7-8　　5-7　　6-8　　5-8　　6-7　　(1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)

Cリーグ

9

6

8

4

7

試合順序　　1-2　　3-4　　1-3　　2-4　　1-4　　2-3　(1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)

2

Ｂリーグ

5

＜　女　子　初・中級 クラス　＞

Aリーグ

1

3



17 18 19 20 勝　敗 順　位

知念　芳恵 (フリー)

玻座間　比路美 (フリー)

末吉　みづき (あっちゃんず軍団)

古謝　智子 (あっちゃんず軍団)

新垣　愛 (STCR)

田幸　絵里 (TCμ)

新井　左織 (Nexus)

島本　和代 (首里森)

21 22 23 24 勝　敗 順　位

宮脇　都 (BTC)

高橋　裕子 (Nexus)

伊佐　あゆみ (TCμ)

豊平　正美 (TCμ)

國仲　美鈴 (首里森テニス倶楽部)

牧迫　夏奈子 (TCμ)

二宮　祥子 (FOCUS)

森谷　留美 (FOCUS)

25 26 27 28 29 勝　敗 順　位

石川　美乃 (JMA)

神里　桃子 (JMA)

宇良　かやの (YKCT)

高嶺　清美 (ボルドー)

伊佐　みなみ (かりゆしテニス)

池宮　城梢 (かりゆしテニス)

比嘉　奈美 (Five Fantasista)

上原　理絵 (Five Fantasista)

前野　智絵 (HTJ)

金城　由佳理 (HTJ)
29

順位：①総勝利試合数

 試合順序 　 25-26    27-28    25-29    26-27    28-29   25-27　26-28　27-29　25-28　26-29  　　　　

(4ゲーム先取ノーアドバンテージ)

　　  　②2チームの勝敗が同数の場合　１．直接対決　２総勝利試合数　3．取得ゲーム率(取得ゲーム数÷全ゲーム数）

　　　　③3チームの勝敗が同数の場合　１．総勝利試合数　２．取得ゲーム率(取得ゲーム数÷全ゲーム数）

28

27

26

Gリーグ

25

24

試合順序　21-22　23-24　21-23　22-24　21-24　22-23 (1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)　

23

22

Fリーグ

21

20

　試合順序　17-18  19-20  17-19  18-20  17-20  18-19 (1-1スタート6ゲーム先取ノーアドバンテージ)　　

19

18

Eリーグ

17



1 2 3 4 勝　敗 順　位

權藤　丞 (KRAZYMONSTER)

久貝　太一 (KRAZYMONSTER)

島袋　響 (チームSTEP)

名城　政奉 (沖電TC FRT)

島袋　広人 (ワイケイシーティー)

大宜見　朝博 (ワイケイシーティー)

我那覇　亮 (SODT)

渡名喜　庸太 (SODT)

5 6 7 8 勝　敗 順　位

比嘉　要 (W・S)

大村　直毅 フリー （フリー）

崎枝　大風 (SODT)

島袋　望 (SODT)

岡野　光稀 (アルドールテニスステージ)

上原　慎也 (テニスラウンジ糸満)

鉢嶺　清章 (漫友会)

黒島　勇輝 (トミザラス)

9 10 11 12 勝　敗 順　位

友利　寛樹 (ぷらす)

友利　祐太 (ぷらす)

市野　皓之 (KNTC)

池宮城　圭太 (もずく)

上原　卓巳 (玉城軍)

佐古　光 (NST)

島袋　貴詞 (FOCUS)

石川　雄一郎 (FOCUS)

試合順序　　9-10  11-12  9-11  10-12  9-12  10-11

12

11

10

Cリーグ

9

　　　　②2チームの勝敗が同数の場合　１．直接対決　２総勝利試合数　3．取得ゲーム率(取得ゲーム数÷全ゲーム数）

2

試合順序　　1-2　　3-4　　1-3　　2-4　　1-4　　2-3

順位：①総勝利試合数

試合順序　　5-6　　7-8　　5-7　　6-8　　5-8　　6-7

Bリーグ

5

　　　　③3チームの勝敗が同数の場合　１．総勝利試合数　２．取得ゲーム率(取得ゲーム数÷全ゲーム数）

＜　男子　オープン クラス　＞

Aリーグ

1

4

3

6

7

8



1 2 3 4 5 勝　敗 順　位

久手堅　周子 (ヤバメーン)

我那覇　みなみ (ヤバメーン)

下里　梨紗 (YKCT)

儀間　真紀 (チームわくがわ)

濵田　明世 (ヤバメーン)

比嘉　みなみ (ヤバメーン)

嘉陽　則子 (ちむちむ)

石原　トモ子 (チームジェニファー)

比嘉　奈々絵 (ヤバメーン)

小川　万理子 (ヤバメーン)

　　　　③3チームの勝敗が同数の場合　１．総勝利試合数　２．取得ゲーム率(取得ゲーム数÷全ゲーム数）

 試合順序 　 1-2   3-4   1-5   2-3   4-5   1-3　2-4　3-5　1-4　2-5  　　　　

順位：①総勝利試合数

　　  　②2チームの勝敗が同数の場合　１．直接対決　２総勝利試合数　3．取得ゲーム率(取得ゲーム数÷全ゲーム数）

5

4

3

2

＜　女　子　オ　ー　プ　ン クラス　＞

Aリーグ

1



1 2 3 4 勝　敗 順　位

大山　凌弥 (YKCT)

田口　星奈 (フリー)

仲村渠　明人 (沖縄電力)

下地　奈奈 (りゅうせき)

渡名喜　庸市 (PTG)

宮里　愛香 (PTG)

新里　朝彦 (UTC)

阿波連　詩織 (Avancer)

5 6 7 8 勝　敗 順　位

松山　玄徳 (FIVE FANTASISTA)

神　久美 (ベテルギウス)

大山　康博 (PTG)

與那覇　瑠海 (PTG)

齋藤　隆 (グロリオサ)

知念　美和 (グロリオサ)

藤田　勝大 (T.T.T.)

狩俣　美佐江 (T.T.T.)

9 10 11 12 勝　敗 勝　敗 順　位

根間　孝幸 (あっちゃんず軍団)

津嘉山　美穂 (あっちゃんず軍団)

平良　悟 (プロバンス)

仲本　典子 (プロバンス)

中島　克己 (FTC)

仲村渠　さゆり Fine (Fine)

渡口　良人 (友テニ)

田場　梓 (友テニ)

神里　要 (フリー)

具志　文子 (フリー)

試合順序　　9-10  11-12   9-13  10-11  12-13  9-11  10-12  11-13  9-12  10-13　　

12

11

10

試合順序　　5-6　　7-8　　5-7　　6-8　　5-8　　6-7　

Cリーグ

9

8

7

6

試合順序　　1-2　　3-4　　1-3　　2-4　　1-4　　2-3　

Ｂリーグ

5

2

4

3

＜　ミックス　＞

Aリーグ

1

13



13 14 15 16 17 勝　敗 順　位

屋良　朝群 (フリー)

屋良　みつ子 (いちごクラブ)

前川　考治 (HTJ)

知念　芳恵 (YKCT)

奥原　聡 (FOCUS)

二宮　祥子 (FOCUS)

上原　秀樹 (フリー)

新垣　由梨乃 (MOVE)

久米　保豪 (マイペース)

阿波根　美乃 (マイペース)

18 19 20 21 22 勝　敗 順　位

佐藤　寛 (フリー)

玉城　奈莉子 (フリー)

知念　政和 (ガチンコ)

末吉　みづき (FOCUS)

須田　一誠 (グロリオサ)

高嶺　清美 (ボルドー)

根間　一弥樹 (友テニ)

安仁屋　優希 (友テニ)

當銘　進次 (チャンス)

上原　しのぶ (チャンス)

順位：①総勝利試合数

　　  　②2チームの勝敗が同数の場合　１．直接対決　２総勝利試合数　3．取得ゲーム率(取得ゲーム数÷全ゲーム数）

　　　　③3チームの勝敗が同数の場合　１．総勝利試合数　２．取得ゲーム率(取得ゲーム数÷全ゲーム数）

試合順序　14-15  16-17  14-18  15-16  17-18  14-16  15-17  16-18  14-17  15-18　

22

18

 試合順序  19-20  21-22  19-23  20-21  22-23  19-21  20-22  21-23  19-22  20-23　　　

23

21

20

Eリーグ

19

17

16

15

Dリーグ

14



1 2 3 4 勝　敗 順　位

佐藤　陽介 (ベテルギウス)

佐藤　沢子 (ベテルギウス)

稲田　英樹 (フリー)

稲田　江里香 (vamos)

渡久山　盛之 (ベテルギウス)

渡久山　郁子 (ベテルギウス)

兼次　竜佑 (日本郵便（株）)

兼次　愛 (vamos)

5 6 7 8 9 勝　敗 順　位

羽田　晶年 (ワープ)

羽田　陽子 (フリー)

金城　治 (ナルト)

金城　久代 (ヒコ3292)

神谷　保 (グロリオサ&ウッディーズ)

神谷　利津子 (コスモ)

平原　勇俊 (西崎テニス倶楽部)

平原　仁美 (西崎テニス倶楽部)

中村　龍人 (ケンテニ)

中村　楓 (ケンテニ)

10 11 12 13 14 勝　敗 順　位

前野　信哉 (HTJ)

前野　智絵 (HTJ)

新里　茂希 (チームわくがわ)

新里　佳央里 (チームわくがわ)

神里　明 (HTJ)

神里　八重子 (YKCT)

三木　悠路 (フリー)

三木　友子 (かりゆしテニスクラブ)

谷中田　洋樹 (HTJ)

谷中田　那々子 (HTJ)

順位：①総勝利試合数

　　  　②2チームの勝敗が同数の場合　１．直接対決　２総勝利試合数　3．取得ゲーム率(取得ゲーム数÷全ゲーム数）

　　　　③3チームの勝敗が同数の場合　１．総勝利試合数　２．取得ゲーム率(取得ゲーム数÷全ゲーム数）

 試合順序  5-6　7-8　5-9　6-7　8-9　5-7　6-8　7-9　5-8　6-9　　　　
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 試合順序　10-11　12-13　10-14　11-12　13-14　10-12　11-13　12-14　10-13　11-14

14

13

12

11

Ｃリーグ

10

8

7

6

試合順序　　1-2　　3-4　　1-3　　2-4　　1-4　　2-3　

Ｂリーグ

5

2

4

3

＜　夫婦 クラス　＞

Aリーグ

1


