
比嘉要 (W.S) 權藤丞 (イオンウォーター)

柚木崎裕介 (W.S) 仲村渠明人 (イオンウォーター)

大山康博 (ぷらす) 普天間朝昂 (shot)

友利寛樹 (ぷらす) 大城祥平 (shot)

比嘉太誠 (SODT) 兼次竜佑 (日本郵便)

我那覇亮 (SODT) 谷川将勝 (フリー)

伊佐敏紀 (TCI) 根間一弥樹 (友テニ)

上原慎也 (TCI) 屋良朝飛 (友テニ)

島袋響 (TEAM STEP) 渡名喜庸太 (SODT)

名城政奉 (TEAM STEP) 宮城陵太 (沖縄県庁)

大屋一哉 (琉球大学) 源河朝哉 (Gen TC)

久貝太一 (OSTT) 喜久里敏 (Nexus TC)

松野義輝 (SODT) 真栄城嵩 (漫友会ストレート)

崎枝大風 (SODT) 松山玄徳 (FiveFantasista)

名城綱基 (Happinss OKTC KADENA) 川﨑俊 (shot)

島袋貴詞 (FOCUS) 仲村卓 (shot)

佐藤陽介 (ベテルギウス沖縄ヤマト運輸) 仲榮眞昂哉 (ケンテニ)

比嘉健太 (ベテルギウス新垣電器ガス商会) 平橋勇貴 (フリー)

小塩大樹 (MRS) 田村知大 (YKCT)

石井孝明 (MRS) 北見雄治郎 (YKCT)
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＜　男 子　A　クラス　＞
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仲眞亮 (ワープ) 儀間仁 (フリー)

古謝良裕 (沖電TC) 棚原国一 (TTT)

八木洸樹 (フリー) 前川考治 (TEAM ASA-TENI)

内間貴紀 (フリー) 小山宏樹 (TEAM ASA-TENI)

高江洲義智 (玉城軍) 宮里憲治 (Five Fantasista)

照屋信斗 (TCI) 漢那宗一郎 (フリー)

奥平響 (J1) 伊波幸広 (TEAM ASA TENI)

郁雄馬 (ペコペコ) 宇津野達巳 (SSS)

比嘉厚 (BETELGEUSE) 西濱佑斗 (shot)

矢田悠真 (BETELGEUSE) 碩一樹 (shot)

比嘉勇希 (TAGテニスアカデミー) 佐久原悠也 (ケンテニ)

我那覇隆人 (チームK) 仲村渠諒 (MTC)

上間正彦 (TEAM ASA TENI) 伊川正啓 (TCI)

金城孝也 (高カロリーズ) 玉城賢斗 (TCI)

新城優作 (TEAMぴよぴよ) 照屋和幸 (フリー)

平良健太 (TEAMぴよぴよ) 佐藤光浩 (HEMTEC)

瑞慶覧祥 (うるまダンディーもどき) 平良圭 (TCμ)

平田悠人 (うるまダンディーもどき) 津波古正輝 (TCμ)

大城盛弥 (shot) 大城良太 (ベテルギウス)

知念優 (北谷SC) 外間正樹 (ベテルギウス)

＜　男 子　B　クラス　＞
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金城瑛次 (友テニ)

高橋誠一 (友テニ)

島袋優也 (HEMTEC)

平田裕也 (HEMTEC)

中村猛 (チーム48)

植田賢司 (チーム48)

山城正志 (フリー)

金城光平 (フリー)

上原敏則 (木曜会)

砂川光男 (木曜会)

坂本陽 (MRS)

野口勇 (MRS)

慶留間智貴 (特進ファイターズ)

屋宜孝彦 (特進ファイターズ)

江頭勝彦 (ウッディーズ)

嘉数義治 (FOCUS)

浦添朝紀 (FTC)

本村聡 (毎日TC)

與那城章一 (玉城軍)

宮平一輝 (玉城軍)

島袋史斗 (うるまダンディもどき)

仁和也 (糸満會)

安次嶺昌記 (ワ－プ)

嘉手苅雅夫 (朝練クラブ)

神里要 (フリー)

内藤雅実 (フリー)

秦一 (サンデーズ)

下地敏彦 (サンデーズ)

神里力 (フリー)

宮城政人 (フリー)

小柳邦彦 (ミュー)

西條正美 (チーム入谷)

友寄英和 (城西テニスクラブ)

島田理 (城西テニスクラブ)

中原周作 (フリー)

橋本亘 (ウェーデルンTC)
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＜　男 子　C　クラス　＞
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中村稔 (Nexus TC) 安仁屋政芸 (ガチンコ)

斉藤大地 (フリー) 嘉陽朝己 (フリー)

新里茂希 (チームわくがわ)

佐藤寛 (DOWN THE LINE)

大村敏久 (HEMTEC) 平良悟 (クラウディ)

伊敷弘俊 (にこにこテニスクラブ) 川平嘉昭 (クラウディ)

赤羽利夫 (DOWN THE LINE) 須田一誠 (グロリオウサ)

赤嶺達也 (DOWN THE LINE) 稲福徹也 (フリー)

神里明 (HTJ) 名嘉正繁 (チームわくがわ)

城間郁男 (HTJ) 池村恒平 (DOWN THE LINE)

浜本昭 (ミュー) 玉寄意織 (フリー)

金城正樹 (ミュー) 松田将太 (フリー)

城間理 (NTC) 仲本茂雄 (TCμ)

恩納親ノ助 (NTC) 砂川力 (TCμ)

国仲俊幸 (チームわくがわ) 大城弘太 (友テニ)

上野健太 (DOWN THE LINE) 大山晴也 (友テニ)

玉城達也 (てぃーだTC) 知念政和 (ガチンコ)

仲間秀樹 (てぃーだTC) 奥原聡 (FOCUS)

濱比嘉昭夫 (あっちゃんず軍団) 中村保 (ウエンズ)

城間睦之 (あっちゃんず軍団) 下地隆 (ウエンズ)

仲里成人 (NTC) 具志堅恵治 (サンデーズ)

島袋大 (NTC) 長谷野文吾 (サンデーズ)

浦崎直毅 (ＦＴＣ) 小西進 (フリー)

川上喜也 (ワープ) 中村健志 (チームGG)

廣澤英治 (HTJ) 親川雄四郎 (NTC)

山崎仁也 (HTJ) 新垣寿朗 (NTC)

奥濱真一 (ｓｓｓ) 伊藤信広 (ナイスデイ)

森田修 (六期会) 引野龍一 (ぷらす)

澤紙教克 (チームわくがわ) 儀保健蔵 (Nexus　TC)

阿波根優 (DOWN THE LINE) 大嶺政信 (フリー)

平宇康 (木漫会) 友利正吉 (木漫TC)

下地秀一 (木漫会) 川満多己雄 (ウッティーズ)

小波津和宗 (ウェンズ) 嘉陽田朝之 (首里森AG)

武田智 (TF) 久場里貴 (あっちゃんず軍団)

中村真 (ＫＮＴＣ) 仲田操 (TEAM ASA-TENI)

渡口良人 (ＫＮＴＣ) 遠藤聡志 (TEAM ASA-TENI)

當銘進次 (チャンス) 梅木寿治 (STCR)

仲本卓史 (チャンス) 仲村到 (STCR)

仲間由信 (Nexus TC) 上原紀幸 (ガチンコ)

國吉豊 (Nexus TC) 瀧口真也 (首里森庭球倶楽部)
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＜　男 子　D　クラス　＞

24

25

1 21

14

2

34



1 2 3 結果

宮城李奈 (ヤバメーン)

桑原千海 (ヤバメーン)

宮里愛香 (PTG)

仲俣愛裕実 (PTG)

田口恵 (TAGテニスアカデミー)

長田香代子 (Vamos)

4 5 6 結果

久手堅周子 (ヤバメーン)

平良栞奈 (フリー)

喜久里真子 (友愛医療センター)

兼次愛 (PTG)

知名真歩 (フリー)

當銘咲星 (フリー)

7 8 9 結果

濵田明世 (ヤバメーン)

比嘉みなみ (ヤバメーン)

田口星奈 (smiley)

赤嶺桜 (北谷SC)

中村恵莉菜 (フリー)

玉寄春奈 (ヤバメーン)

1 2 3 結果

順位：①総勝利試合数②直接対決③全試合での取得セット率④全試合での取得ゲーム率

取得セット率=取得したセット合計数÷全試合のセット合計数

取得ｹﾞｰﾑ率＝取得したｹﾞｰﾑ合計数÷全試合のｹﾞｰﾑ合計数

＜　女 子　A　クラス　＞　

Aリーグ

1

3

2

※試合順序　　　1-2　　（1-2の勝者）-3　　残り試合　　　

Bリーグ

4

6

5

※試合順序　　　4-5　　（4-5の勝者）-6　　残り試合　　　

Cリーグ

7

9

8

※試合順序　　　7-8　　（7-8の勝者）-9　　残り試合　　　

決勝リーグ

1 Aリーグ１位

2 Bリーグ１位

※試合順序　　　1-2　　（1-2の勝者）-3　　残り試合　　　

3 Cリーグ１位



1 2 3 4 結果

中山明美 (Ｔ.Ｃ.μ)

阿波連詩織 (Avancer)

宮城和美 (vamos)

比嘉聖子 (vamos)

喜納玲奈 (りゅうせきフロントライン)

真栄平愛美 (フリー)

5 6 7 8 結果

稲福麻衣子 (グロリオサ)

玉寄紀子 (ケンテニ)

小林あゆみ (あっちゃんず軍団)

津嘉山美穂 (あっちゃんず軍団)

金城麻美 (MRS)

大見謝清乃 (MRS)

9 10 11 12 結果

儀間真紀 (vamos)

石原陽子 (BCテニスクラブ)

當山奈七子 (いもっちTC)

石原トモ子 (ジェニファー)

徳永増美 (ちむちむ)

後浜克美 (フリー)

安次嶺優紀 (テニスラウンジ糸満)

佐藤優菜 (KNTC)

1 2 3 結果

順位：①総勝利試合数②直接対決③全試合での取得セット率④全試合での取得ゲーム率

取得セット率=取得したセット合計数÷全試合のセット合計数

取得ｹﾞｰﾑ率＝取得したｹﾞｰﾑ合計数÷全試合のｹﾞｰﾑ合計数

＜　女 子　Ｂ　クラス　＞　

Aリーグ
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Cリーグ

9

８ゲーム先取ノーアドバンテージ　　　※試合順序　　　1-2　　（1-2の勝者）-3　　残り試合

10

11

決勝リーグ

1

12

2

Aリーグ１位

Bリーグ１位

８ゲーム先取ノーアドバンテージ　　　※試合順序　　　1-2　　（1-2の勝者）-3　　残り試合

６ゲーム先取ノーアドバンテージ　　　※試合順序　　　9-10　　11-12　　9-11　　10-12　　9-12　　10-11

6ゲーム先取ノーアドバンテージ　　　※試合順序　　　1-2　　（1-2の勝者）-3　　残り試合

3 Cリーグ１位



神谷利津子 (コスモ)

座安友美 (ウッディーズ)

富山悦子 (tc μ)

桃原春美 (ちむちむ)

長堂芳子 (あっちゃんず軍団)

田路浩子 (あっちゃんず軍団)

與那覇瑠海 (ぷらす)

大城文乃 (NexusTC)

太田かおり (TCμ)

志村昌枝 (SOON)

谷久保えりか (あっちゃんず軍団)

古謝智子 (首里森ＡＧ)

比嘉 奈美 (FIVE FANTASISTA)

生盛 志歩 (FIVE FANTASISTA)

豊平正美 (TC−μ)

新川貴美子 (TC−μ)

川嶋綾佳 (FIVE FANTASISTA)

上原理絵 (FIVE FANTASISTA)

山本千津香 (まいど会)

嶺井寿美子 (まいど会)

高良道子 (かりゆし)

長嶺厚音 (チームわくがわ)

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)

大城ちとせ (テニスラウンジ糸満)

渡久山郁子 (ベテルギウス)

諸見里直美 (YKCT)

神里八重子 (YKCT)

＜　女 子　C　クラス　＞
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島美玲 (YKCT)

仲宗根一美 (マーブ倶楽部)

神里桃子 (フリー)

石川美乃 (チャンス)

正村桃子 (フリー)

嘉味田薫 (フリー)

及川敏子 (Nexus TC)

高橋裕子 (Nexus TC)

下地孝子 (スーン)

許田信子 (TF)

砂川幸子 (T T T)

外間恵 (T T T)

高田淳子 (TC μ)

安里恵理子 (TC μ)

照屋美奈子 (HTJ)

谷中田那々子 (HTJ)

大嶋弘美 (いちごクラブ)

須藤つぎ子 (フリー)

伊波美穂 (F.アップルズ)

松川孝子 (チーム伊集)

照屋ありさ (フリー)

讀山彩代子 (フリー)

高嶺　清美 (ボルドー)

須田真美子 (グロリオサ)

宇良かやの (ＹＫＣＴ)

榮野元いね子 (ＹＫＣＴ)

金城キミエ (TCμ)

金城円 (テニスラウンジ糸満)

比嘉さとみ (フリー)

謝敷春美 (T.C.μ)

新井左織 (Nexus　TC)

島本和代 (首里森庭球倶楽部)

＜　女 子　D　クラス　＞
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