
男　子 女　子 男　子 女　子 男　子 女　子 男　子 女　子

島袋　響 濵田　明世 志喜屋　光大 喜多　倫子 松山　玄徳 宮里　愛香 岩永　文博 高良　若菜
(チーム
STEP)

(ヤバメーン) (ケンテニ) (Skinnyclub) ( FiveFantasista ) (Nexus TC) (マース屋テニスクラブ) (いもっちTC)

渡名喜　庸太 久手堅　周子 儀間 仁 根間　和子 照屋　信斗 大城　文乃 根間　一弥樹 當山　奈七子

(　SODT　) (ヤバメーン) (フリー) (フリー) (玉城軍) (Nexus TC) (友テニ) (いもっちTC)

島袋　響 我那覇みな
み

芳澤　亮 神　和圭菜 福原大希 下田　久未 與那城章一 阿波根美乃

（沖縄国際大
学）

（FiveFantasisuta) （HEMTEC) （フリー） （ケンテニ） （フリー） （玉城軍） （チーム石
川）

比嘉  太誠 儀間　真紀 田中　宏征 阿波連　詩織 波田　真一郎 宮野　綾乃 服部　剛史 山下幸子

（SODT) （ﾁｰﾑわくがわ） （TEAM ASA-TENI） （ESFORCO) (フリー) （YKCT) （フリー） （BlackCats）

仲里　徳晃 不成立 時任　大成 儀間　真紀 池上　朋幸 福里　涼子 新垣　克紀 石原　陽子
（名護ｸﾞﾘｰﾝｸﾗ

ﾌﾞ）
（VBTA) （ﾁｰﾑわくがわ） （空自那覇） （なたいきょ） （フリー） （BCﾃﾆｽｸﾗ

ﾌﾞ）
島袋　広人 不成立 外間　正樹 我那覇みな

み
田中　宏征 神山　美佳 牧田　謙之助 大嶋　弘美

（沖電TC) （次男連合） （FiveFantasisuta) (ｳｪｰﾃﾞﾙﾝTC) （宮城TC) （フリー） （いちごクラ
ブ）

平良　康太郎 鈴木　野々香 青山　桂二 喜多　倫子 安次嶺　昌記 比嘉　美香 岩田　浩輝 佐藤　優菜

（ﾁｰﾑわくがわ） （RαSK) (空自那覇） （高カロリー
ズ）

（ワープ） （スカーレッ
ト）

（ウエンズ） （県総ﾅｲﾀｰ）

柚木崎　裕介 平良　栞奈 前仲　清浩 渡辺　理紗 赤嶺　秀樹 日渡　靖佳 友利　正吉 前川　末美

（W.S) (RαSK) （漫友会） (RαSK) （TCμ） （TCμ） （フリー） (伊集TC)

中村　翔 新垣　貴実子 松田　崇 不成立 柳　孝道 田中　一美 森川　淳 ｶﾄﾘｰ　ﾍﾝﾄﾞﾘｯｸｽ

（Shot) （RαSK) (RαSK) （かりゆしTC) （Freedom) (海自那覇） （フリー）

新垣　世良 井藤　京子 久志　安弘 不成立 大城　徹也 高良　道子 上原　一仁 砂川　愛香

（フリー） （A's Factory) (ｸﾙｰ&ｳｯﾃﾞｨｰｽﾞ） (日渡ﾌﾞｰﾄｷｬﾝﾌﾟ） (ﾁｰﾑわくがわ） (ｵﾘｯｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ沖縄） （TCμ）

奈良　美輝 井藤　京子 高橋　紀幸 根間　和子 川勝　忠 崎濱　美智枝 細川　忠明 玉寄　紀子

（ﾁｰﾑわくがわ） （Ａ’ｓＦａｃｔｏｒｙ） (漫友会） （MTC) （ウッディーズ） （TCμ） （軟友会） (ﾗｯｷｰﾗﾋﾞｯﾄ）

田村　知大 儀間　真紀 鉢嶺　清章 西田　悦子 仲間　豊 池原　亜由美 又吉　弘 日渡　靖佳

（チームK) （ﾁｰﾑわくがわ） (漫友会） （チームGOLD) （ﾁｰﾑわくがわ） （ライナーズ） （とくいち） （TCμ）

新里　朝彦 新垣　貴実子 諸見里　真梨 我那覇みなみ 羽田　晶年 池谷　小百合 大城　栄 熊野　真理子

（EASTBLUE) （沖縄国際大学） （琉球新報） （沖縄大学） （一球会） （宮良倶楽部） （木漫TC) （フリー）

喜納　祐市 井藤　京子 伊敷　一馬 瀬長　明日香 安次嶺　昌紀 山崎　不史子 小禄　了 金城　ひろみ

（漫友会ｽﾄﾚｰﾄ） （A's Factory) （沖縄国際大学） （スイミー） （那覇市役所） （TCμ） （ST7) （TCμ）

奈良　美輝 井藤　京子 芳澤　亮 仲俣　愛裕美 ﾏﾔﾝｸ　ｱｶﾞﾜﾙ 与儀　久美子 具志川　隆 山崎　不二子

（ﾁｰﾑわくがわ） （Ａ’ｓＦａｃｔｏｒｙ） （結ＴＣ） （ジェニファー） （ＯＩＳＴ） （まーる） （ウッディーズ） （フリー）

比嘉　光国 荒井　美由紀 上江洲　豊 我如古　涼子 田中　俊憲 宮城　聡子 前川　誠治 我那覇由喜
子

（漫友会） （フリー） （Ｙｉｐｓ） （ジェニファー） （ＯＩＳＴ） （Ｆアップルズ） （ＴＴＴ） （フリー）

ＤクラスＡクラス Ｂクラス

準優勝

コロナウイルス感染拡大防止のため中止
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優勝

準優勝

　　歴　代　優　勝　者
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優勝

優勝

準優勝
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準優勝

優勝

準優勝

優勝

準優勝
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準優勝
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