
大城　祥平 三宅　希少 大村　直毅 高江洲　拓実 佐藤　陽介 喜瀬　一輝 新城　隆 藤森　慶太郎 山城　晋平 菊池　勝彦 壇上　元 仲本茂雄

富永　健司 寺尾　祐一 伊佐　彰友 竹田　健志 玉那覇　真澄 比嘉　健太 真境名　啓 中眞　亮 大城　健　 知念　広紹 砂川　力 徳吉　清勇

中村　翔 伊是名　信之介吉田　成帆 池間　利信 高田　明彦 日置　耕一 城間　陸之 山田　智久

喜名　景太 宇座　圭太 外間　正樹 棚原　栄 根間　孝幸 平良　圭

喜久里　敏 仲里　徳晃 喜久里　紘 慶田盛謙二郎照屋　健司 高田　明彦 上江洲　安史 屋宜　孝彦 比嘉　遼人 宮城　達史 湧田　森明 玉城　義久

柚木崎　裕介 名城　政奉 田村　知大 大山　凌弥 新城　隆 藤森　慶太朗 慶留間　智貴 宮城　孝雅 新垣　栄太 棚原　盛隆 上地　智博 湧田　広太郎

比嘉　要 北見　雄治郎 真境名　啓 福里　芳篤 上原　健太郎 渡名喜　庸市 福里　剛

玉城　翔平 吉田　成帆 棚原　栄 比嘉　允顕 與那嶺　匡 能登原　敬

仲村渠　明人 柚木崎　裕介 名城　政奉 高江洲　拓実 宮城　渡 仲村渠　諒 上江洲　安史 屋宜　孝彦 上間　正彦 田中　宏征 富山　輝夫 比嘉　一貴

比嘉　要 島袋　広人 島袋　響 宇座　圭太 仲村　卓 銘苅　裕二 慶留間　智貴 上原　健太郎 村岡　健志 泰　一 新里　朝信 具志川　隆

大宜見　朝博 儀保　拓夢 仲里　徳晃 清水　大地 渡名喜　康太 上原　祐介 小山　宏樹 中村　亮 久志　安浩

比嘉　将太 大山　凌弥 喜名　景太 比嘉　允顕 松尾　望 清山　敏文

普天間　朝昂 仲嶺　潤 宮城　渡 吉田　成帆 大城　徹也 木村　貴宏 又吉　夏紀 又吉　政弘

中村　翔 大城　祥市 宇座　圭太 高江洲拓実 西元　雄一郎 棚原　国一 池口　智幸 久米　保豪

兼次　竜佑 平良康太郎 森澤　豊人 平良　大輔 比嘉　達也

伊沢　伸悟 大村　直毅 金城　史也 久米　保源

兼次　竜佑 名嘉真　翼 中村　翔 川崎　俊 玉那覇　浩 宮城　孝也 赤嶺　秀樹 下地　一芳

石村　幸慎 岸元　大輔 普天間　朝昂 伊沢　伸悟 黒木　真琴 天野　雄介 湖城　竹三郎 大久保　洋

川畑　将明 大城　祥平 玉那覇　真澄 具志堅　恵治 鈴木　宏佳

玉寄　貴也 立津　章吾 時任　大成 大城　栄

照屋　兼司 金城　宏也 宮城　渡 赤嶺　響太 天野　雄介 三住　泰之 比嘉　淳 松田　裕貴

真境名　啓 福里　芳篤 上江洲　豊 高江洲　拓実 赤嶺　力 与那嶺　大輝 嘉手苅　亨 玉那覇　浩

棚原　栄 前仲　清浩 岡野　光稀 田村　一郎 棚原　国一

比嘉　健 宇座　圭太 黒木　真琴 中山　洋一

宮城　孝也 中村　翔 兼次　竜佑 浦崎　陽平 慶留間　智貴 比嘉　充顕 毛利　慎吾 真栄平　久

宮城　凌太 喜納　祐市 石村　幸慎 玉寄　貴也 屋宜　孝彦 比嘉　和毅 真栄喜　清吾 永田　守

目取眞　興鉄 玉那覇　浩 島尻　哲至 川畑　将明 宮平　哲男 伊波　興祐 仲村　祐史

玉城　卓 屋富祖　亘 上原　健太郎 宮城　豊

島袋　直樹 比嘉　歩 喜久里　敏 島袋　圭輔 玉城　義久 福里　剛 谷村　仁 我謝　猛次

比嘉　拓 川畑　将明 喜久里　紘 奥平　兼也 金城　幸彦 具志川　隆 中原　健太郎 大久保　洋

富永　健司 伊沢　伸悟 比嘉　要 渡慶次　明 廣渡　善治

伊集　朝哉 柚木崎　裕介 奥田　秀和 ﾔﾎﾞﾙ　ｼﾝｺﾌ

沖縄森永（首里森）

　　　　　　　　歴代優勝・準優勝チーム

オープンクラス 中級ｸﾗｽ 初級クラス

優勝 準優勝 優勝

Nexus WS

準優勝

第25回

shot OTK

第26回

沖電ＴＣ with WS 特進ファイターズ

チャーガンジュー

第24回

あいらんどひっぷ ハートフルピット

準優勝 優勝

第27回

新都心倶楽部 特進ファイターズ

ｓｔｏｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ 特進ファイターズ

首里森TCSato-MACH

TTT　おじ様

TTT　

Nexus with WS ゆいまーるTC

ＯＴＫ ＭＴＣ

北谷スポーツセンター

第22回

TEAM　ASA-TENI

マイペース

木漫TC

第23回

新都心倶楽部 沖縄国際大学

第21回

チームSTEP W・S ラッキーTC　Ａ

TTT

新都心倶楽部 あっちゃんず軍団Ｂチーム 帰れマンデー

第28回

TAGﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰＡ OTK Betelgeuse Okinawa

TTT

チームQ


