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団体戦
試合番号1(1B3 3)  １ﾌﾞﾛｯｸ

南風原Ａ （ 3）―（ 0） 古堅Ｂ

      15- 6
杜 国紘      大工廻 秀成  

複１  ( 2) 15- 8 (0 )
小橋川 共哉  池原 優力    
開始時間 終了時間 

      15- 7
単１ 与那嶺 航平   ( 2) 15- 5 (0 ) 佐野 波太郎  

開始時間 終了時間 

      15- 4
知念 辰郎    宇良 俊飛    

複２  ( 2) 15- 4 (0 )
米須 清人    上地 吏久    
開始時間 終了時間 

試合番号2(1B4 4)  １ﾌﾞﾛｯｸ

神原Ａ （ 3）―（ 0） 神森Ｂ

      15-13
伊志嶺 大地  大城一葉      

複１  ( 2) 15-11 (0 )
棚原 開      喜屋武琉希    
開始時間 終了時間 

      17-19
単１ 座間味 浩紀   ( 2) 15- 6 (1 ) 宮城英舞      

      15- 8開始時間 終了時間 

      15-13
仲宗根 優太  棚原飛雅      

複２  ( 2) 15- 6 (0 )
安里 季乎    屋良陽太      
開始時間 終了時間 

試合番号3(2B3 9)  ２ﾌﾞﾛｯｸ

仲井真Ｂ （ 3）―（ 0） 仲西Ａ

      15-12
宮城玲冶      金城凜大      

複１  ( 2) 13-15 (1 )
上地陽大      渡口健太      

      15-11開始時間 終了時間 

      15-2
単１ 藤田優         ( 2) 15-2  (0 ) 崎濱充嗣      

開始時間 終了時間 

      16-14
賀数弘武      西平愛翔      

複２  ( 2) 15-6  (0 )
名嘉座洋平    翁長紘久      
開始時間 終了時間 

試合番号4(3B3 12)  ３ﾌﾞﾛｯｸ

伊良波Ａ （ 2）―（ 1） 石嶺Ｂ

      15- 2
小笹 蓮      親里忠典      

複１  ( 2) 15- 4 (0 )
安谷屋 雄大  宜野座優汰    
開始時間 終了時間 

      15- 9
単１ 長田 清貴     ( 2) 15- 2 (0 ) 名嶋慈        

開始時間 終了時間 

      16-18
高安 優大    玉城勇武      

複２  ( 0) 11-15 (2 )
島袋 拓真    大田守玖      
開始時間 終了時間 

試合番号5(4B3 15)  ４ﾌﾞﾛｯｸ

球陽Ａ （ 3）―（ 0） 南星Ｂ

      15- 5
上江洲 安希  水谷 晴也    

複１  ( 2) 15-10 (0 )
奥平 柊      仲底 恵杜    
開始時間 終了時間 

      15-11
単１ 銘苅 怜大     ( 2) 15- 3 (0 ) 金城 志澄    

開始時間 終了時間 

      15-11
友寄 隆一    宮城 和史    

複２  ( 2) 12-15 (1 )
宮島 諒      比嘉 駿之介  

      15- 5開始時間 終了時間 

試合番号6(5B3 18)  ５ﾌﾞﾛｯｸ

浦添Ａ （ 3）―（ 0） 安富祖Ｂ

      15- 8
新垣 碧唯    金城 俊祐    

複１  ( 2) 13-15 (1 )
玉元 駿悟    波照間 和海  

      15- 9開始時間 終了時間 

      15- 4
単１ 泉 志穏       ( 2) 15- 7 (0 ) 杉浦 諒漣    

開始時間 終了時間 

      15- 8
真栄城 祐斗  松茂良 興希  

複２  ( 2) 15-12 (0 )
手登根 拓也  喜納 安憂斗  
開始時間 終了時間 

試合番号7(6B3 21)  ６ﾌﾞﾛｯｸ

東風平Ｂ （ 3）―（ 0） 北中城Ａ

      15-10
永山 貴一     山城 圭祐    

複１  ( 2) 15-8  (0 )
福原 健叶     下地 健介    
開始時間 終了時間 

      15-12
単１ 富田 遼澄      ( 2) 15-9  (0 ) 玉城 太陽    

開始時間 終了時間 

      15-8
伊敷 幸志     宮城  颯      

複２  ( 2) 15-10 (0 )
宮川 大英     比嘉 広優    
開始時間 終了時間 

試合番号8(7B3 24)  ７ﾌﾞﾛｯｸ

沖縄東Ｂ （ 3）―（ 0） 興南Ａ

      15-4
崎濱 秀起    高江洲陽      

複１  ( 2) 15-10 (0 )
高江洲 遙大  沖田悠希      
開始時間 終了時間 

      15-17
単１ 新垣 龍也     ( 2) 15-12 (1 ) 蘇武拓真      

      15-11開始時間 終了時間 

      15-4
喜納 工来結  新垣大陸      

複２  ( 2) 15-6  (0 )
知念 由眞    真喜屋拓      
開始時間 終了時間 

higa
打ち消し
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団体戦
試合番号9(8B3 27)  ８ﾌﾞﾛｯｸ

古蔵Ｂ （ 2）―（ 1） 普天間Ａ

      15-7
城間 康平    山城 清人    

複１  ( 2) 15-4  (0 )
立島 琉哉    久保田 楽斗  
開始時間 終了時間 

      10-15
単１ 與儀 龍王     ( 0) 10-15 (2 ) 古波蔵 翔騎士

開始時間 終了時間 

      15-9
安田 流之介  町田 英      

複２  ( 2) 15-6  (0 )
與那覇 昊汰  上田 和哉    
開始時間 終了時間 

試合番号10(9B3 30)  ９ﾌﾞﾛｯｸ

与那原Ａ （ 3）―（ 0） 美里Ａ

      15- 3
与那城陽大    親川 隼人    

複１  ( 2) 15- 3 (0 )
平良悠        新城 侑雅    
開始時間 終了時間 

       0- ｷ
棄権単１ 安谷屋諒       ( 2)       (ｷ )
棄権

仲宗根 心尊  

開始時間 終了時間 

      15-10
伊集蒼        栄野比 琢磨  

複２  ( 2) 15- 7 (0 )
大田賢人      長嶺 哲生    
開始時間 終了時間 

試合番号11(10B3 33)  10ﾌﾞﾛｯｸ

潮平Ｂ （ 2）―（ 1） 松城Ａ

      15-12
稲嶺 笠誠    山田 峻也    

複１  ( 2)  7-15 (1 )
神田 有富    島袋 遥稀    

      15-12開始時間 終了時間 

      12-15
単１ 久手堅 煌     ( 0)  9-15 (2 ) 嵩原 安真    

開始時間 終了時間 

      15-4
渡慶次 亨太  大城 幸也    

複２  ( 2) 15-4  (0 )
門藤 裕也    知念 雅敬    
開始時間 終了時間 

試合番号12(11B3 36)  11ﾌﾞﾛｯｸ

玉城Ｂ （ 2）―（ 1） 球陽Ｂ

      15- 5
小波津星成    比嘉 烈      

複１  ( 2) 15- 8 (0 )
山口 琉瑛    玻名城 慶    
開始時間 終了時間 

       7-15
単１ 屋比久 優也   ( 0)  6-15 (2 ) 大城 康叶    

開始時間 終了時間 

      20-18
城間 盛太    小橋川 紘平  

複２  ( 2) 15-12 (0 )
西迫 幸琉    福地 友朔    
開始時間 終了時間 

試合番号13(12B3 39)  12ﾌﾞﾛｯｸ

浦西Ａ （ 3）―（ 0） 恩納Ａ

      15-10
金城 優汰    湊 原道      

複１  ( 2) 15-12 (0 )
上地 翔人    比嘉 悠太    
開始時間 終了時間 

      15- 6
単１ 上地 翔汰     ( 2) 15-12 (0 ) 金城 裕達    

開始時間 終了時間 

      15-12
屋嘉 晄漣    比嘉 涼太    

複２  ( 2) 15-10 (0 )
會田 祥      伊波 健之介  
開始時間 終了時間 

試合番号14(13B3 42)  13ﾌﾞﾛｯｸ

神森Ａ （ 3）―（ 0） 兼城Ｂ

      15- 8
村田航太郎    村田 文汰    

複１  ( 2) 15- 9 (0 )
運天政汰      高久 征臣    
開始時間 終了時間 

      15-11
単１ 丹野惺太       ( 2) 15-12 (0 ) 永松 晃汰    

開始時間 終了時間 

      15- 4
新城瑞樹      大城 博勢    

複２  ( 2) 15- 6 (0 )
新里龍眞      宇都宮 颯玖  
開始時間 終了時間 

試合番号15(14B3 45)  14ﾌﾞﾛｯｸ

小禄Ａ （ 2）―（ 1） 与那原Ｂ

       9-15
上地 達稀    花木勇大      

複１  ( 0) 12-15 (2 )
吉浦 大晟    城間建伸      
開始時間 終了時間 

      15-13
単１ 佐藤 大空     ( 2) 15- 7 (0 ) 照屋利貴      

開始時間 終了時間 

      15- 9
玉利 一樹    吉田拓馬      

複２  ( 2) 15- 3 (0 )
宮平 雄多    池原俊之亮    
開始時間 終了時間 

試合番号16(15B3 48)  15ﾌﾞﾛｯｸ

鏡原Ａ （ 3）―（ 0） 中城Ｂ

      13-15
小橋川陽生    平良 恵達    

複１  ( 2) 15-12 (1 )
島袋恒陽      我謝 光哉    

      15- 9開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 饒波正隆       ( 2) 15-10 (0 ) 比嘉 海斗    

開始時間 終了時間 

      15- 4
大城颯真      宇野 優希    

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
當山朝日      宮城 奏琉    
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号17(16B3 51)  16ﾌﾞﾛｯｸ

石川Ａ （ 3）―（ 0） 松島Ａ

      11-15
伊波 大智    末吉伸悟      

複１  ( 2) 15-13 (1 )
崎濱 秀斗    合田渉夢      

      15-13開始時間 終了時間 

      12-15
単１ 名嘉眞 隼人   ( 2) 15-12 (1 ) 熊谷清春      

      15-12開始時間 終了時間 

      15-7
須賀 輝      屋宜幸佑      

複２  ( 2) 15-8  (0 )
知念 昇汰    照屋瑠唯      
開始時間 終了時間 

試合番号18(17B3 54)  17ﾌﾞﾛｯｸ

南風原Ｂ （ 3）―（ 0） 古堅Ａ

      15-9
金城 栄寿    伊禮 寛之    

複１  ( 2) 15-7  (0 )
溝部 海輝    神谷 利緒    
開始時間 終了時間 

      15-13
単１ 武村 洋祐     ( 2) 15-6  (0 ) 池原 大輝    

開始時間 終了時間 

      15-9
西里 琉希    比嘉 航大    

複２  ( 2)  5-15 (1 )
金城 大輝    砂川 拓海    

      15-13開始時間 終了時間 

試合番号19(18B3 57)  18ﾌﾞﾛｯｸ

宮里Ｂ （ 2）―（ 1） 潮平Ａ

      15-5
島袋 彪河    城間 楯      

複１  ( 1) 14-16 (2 )
下地 榮山    赤嶺 竜輝    

      12-15開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 新城 佑京     ( 2) 15-12 (0 ) 冨里 年亨    

開始時間 終了時間 

      15-10
森東 凛愛    城間 晴渡    

複２  ( 2) 11-15 (1 )
比嘉 大喜    秦 浩大      

      16-14開始時間 終了時間 

試合番号20(19B3 60)  19ﾌﾞﾛｯｸ

真和志Ｂ （ 3）―（ 0） 金城Ｂ

      15-10
座間味尚真    吉田 宗真    

複１  ( 2) 15-10 (0 )
大灣光喜      光武 俊道    
開始時間 終了時間 

      15-11
単１ 川満蓮         ( 2) 12-15 (1 ) 大城 伊槻    

      15- 8開始時間 終了時間 

      15-10
金城大空      横目 陽優    

複２  ( 2) 15- 7 (0 )
池原広輝      臼杵 祐人    
開始時間 終了時間 

試合番号21(1B2 2)  １ﾌﾞﾛｯｸ

南風原Ａ （ 3）―（ 0） 神森Ｂ

      15- 4
杜 国紘      大城一葉      

複１  ( 2) 15- 9 (0 )
小橋川 共哉  喜屋武琉希    
開始時間 終了時間 

      15- 3
単１ 赤嶺 希力翔   ( 2) 15- 2 (0 ) 宮城英舞      

開始時間 終了時間 

      15- 3
知念 辰郎    棚原飛雅      

複２  ( 2) 15- 2 (0 )
米須 清人    屋良陽太      
開始時間 終了時間 

試合番号22(1B5 5)  １ﾌﾞﾛｯｸ

古堅Ｂ （ 2）―（ 1） 神原Ａ

      13-15
大工廻 秀成  伊志嶺 大地  

複１  ( 1) 15-13 (2 )
池原 優力    棚原 開      

       7-15開始時間 終了時間 

      11-15
単１ 佐野 波太郎   ( 2) 16-14 (1 ) 座間味 浩紀  

      15-7開始時間 終了時間 

      15-13
宇良 俊飛    仲宗根 優太  

複２  ( 2) 15-11 (0 )
上地 吏久    安里 季乎    
開始時間 終了時間 

試合番号23(2B2 8)  ２ﾌﾞﾛｯｸ

玉城Ａ （ 3）―（ 0） 仲井真Ｂ

      15-10
座覇 晃成    嘉数颯太      

複１  ( 2) 15- 5 (0 )
飯塚 優      桃原駿聖      
開始時間 終了時間 

      20-19
単１ 城間 富大     ( 2)  9-15 (1 ) 藤田優        

      15- 6開始時間 終了時間 

      15- 7
知念 亮汰    宮城玲冶      

複２  ( 2) 15- 3 (0 )
玉那覇 悠斗  賀数弘武      
開始時間 終了時間 

試合番号24(3B2 11)  ３ﾌﾞﾛｯｸ

中城Ａ （ 3）―（ 0） 石嶺Ｂ

      15-13
仲宗根 優人  比嘉楓馬      

複１  ( 2) 15- 7 (0 )
喜屋武 来空  宜野座優汰    
開始時間 終了時間 

      15- 1
単１ 川満 成       ( 2) 15- 3 (0 ) 公文優弥      

開始時間 終了時間 

      15- 4
新城 陽太    玉城勇武      

複２  ( 2) 15- 5 (0 )
米須 大晟    大田守玖      
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号25(4B2 14)  ４ﾌﾞﾛｯｸ

首里Ａ （ 2）―（ 1） 南星Ｂ

      15-11
中山盛暁      宮城 和史    

複１  ( 2) 15- 7 (0 )
平良隼人      喜屋武 和樹  
開始時間 終了時間 

      15- 6
単１ 宮城漣         ( 2) 15- 3 (0 ) 金城 志澄    

開始時間 終了時間 

      14-16
吉田朝大      仲底 恵杜    

複２  ( 1) 15- 4 (2 )
新里瑛大      比嘉 駿之介  

      13-15開始時間 終了時間 

試合番号26(5B2 17)  ５ﾌﾞﾛｯｸ

宮里Ａ （ 3）―（ 0） 安富祖Ｂ

      15- 8
小川 颯也    松茂良 興希  

複１  ( 2) 15- 2 (0 )
知念 俊希    喜納 安憂斗  
開始時間 終了時間 

      15- 4
単１ 島袋 民亜     ( 2) 15- 4 (0 ) 金城 俊祐    

開始時間 終了時間 

      15- 3
屋我 峻太郎  杉浦 諒漣    

複２  ( 2) 15- 3 (0 )
多和田 光祐  波照間 和海  
開始時間 終了時間 

試合番号27(6B2 20)  ６ﾌﾞﾛｯｸ

真和志Ａ （ 2）―（ 1） 東風平Ｂ

      15-10
山城秀太      永山 貴一     

複１  ( 2) 15- 6 (0 )
濱元穏築      福原 健叶     
開始時間 終了時間 

      13-15
単１ 知念怜哉       ( 0)  9-15 (2 ) 富田 遼澄     

開始時間 終了時間 

      15-12
与那覇兆      伊敷 幸志     

複２  ( 2) 15- 8 (0 )
島袋航        照屋 志斗     
開始時間 終了時間 

試合番号28(7B2 23)  ７ﾌﾞﾛｯｸ

沖縄東Ｂ （ 2）―（ 1） 高嶺Ａ

      10-15
崎濱 秀起    徳里 隆玖    

複１  ( 0)  5-15 (2 )
高江洲 遙大  島根 晟帆    
開始時間 終了時間 

      15-2
単１ 陣内 煌斗     ( 2) 15-0  (0 ) 平田 海星    

開始時間 終了時間 

      15-6
喜納 工来結  上原 速颯    

複２  ( 2) 15-11 (0 )
知念 由眞    国吉 諒真    
開始時間 終了時間 

試合番号29(8B2 26)  ８ﾌﾞﾛｯｸ

古蔵Ｂ （ 2）―（ 1） 兼城Ａ

      11-15
城間 康平    親川 拓海    

複１  ( 2) 15-10 (1 )
立島 琉哉    大城 諒真    

      15-8開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 與儀 龍王     ( 2) 15-7  (0 ) 伊波 寛山    

開始時間 終了時間 

       6-15
宮澤 匠      杉本 琉心    

複２  ( 0)  8-15 (2 )
安田 流之介  新垣 温大    
開始時間 終了時間 

試合番号30(9B2 29)  ９ﾌﾞﾛｯｸ

金城Ａ （ 2）―（ 1） 美里Ａ

      15- 6
花岡 秀真    親川 隼人    

複１  ( 2) 15- 3 (0 )
赤嶺 旭曜    新城 侑雅    
開始時間 終了時間 

       0- ｷ
棄権単１ 安藤 琉二     ( 2)       (ｷ )
棄権

仲宗根 心尊  

開始時間 終了時間 

      15-11
知念 隆也    栄野比 琢磨  

複２  ( 1) 11-15 (2 )
照屋 喬平    長嶺 哲生    

      11-15開始時間 終了時間 

試合番号31(10B2 32)  10ﾌﾞﾛｯｸ

彩橋Ａ （ 3）―（ 0） 潮平Ｂ

      15- 0
平 来喜      渡慶次 亨太  

複１  ( 2) 15- 3 (0 )
松田 景佑    門藤 裕也    
開始時間 終了時間 

      15- 2
単１ 座安 紀成     ( 2) 15- 2 (0 ) 久手堅 煌    

開始時間 終了時間 

      15- 3
平 宝来      稲嶺 笠誠    

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
仲地 爽有    神田 有富    
開始時間 終了時間 

試合番号32(11B2 35)  11ﾌﾞﾛｯｸ

古蔵Ａ （ 3）―（ 0） 球陽Ｂ

      15- 8
与那覇 陽斗  比嘉 烈      

複１  ( 2) 15- 7 (0 )
上地 響      玻名城 慶    
開始時間 終了時間 

      15- 9
単１ 玉城 隼太郎   ( 2) 15-11 (0 ) 大城 康叶    

開始時間 終了時間 

      15-10
伊佐 尚洋    小橋川 紘平  

複２  ( 2) 15- 5 (0 )
谷崎 太一    福地 友朔    
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号33(12B2 38)  12ﾌﾞﾛｯｸ

粟国Ａ （ 2）―（ 1） 恩納Ａ

      15- 7
伊佐 魁桃    湊 原道      

複１  ( 2) 15-10 (0 )
與那城 和也  比嘉 悠太    
開始時間 終了時間 

       6-15
単１ 新城 琉空     ( 0)  3-15 (2 ) 金城 裕達    

開始時間 終了時間 

      15- 1
糸洌 洋佑    比嘉 涼太    

複２  ( 2) 15- 4 (0 )
砂川 幸輝    伊波 健之介  
開始時間 終了時間 

試合番号34(13B2 41)  13ﾌﾞﾛｯｸ

安富祖Ａ （ 3）―（ 0） 兼城Ｂ

      15- 4
眞榮田 奏太  村田 文汰    

複１  ( 2) 15- 4 (0 )
金城 祐哉    磯崎 伊寿    
開始時間 終了時間 

      15- 4
単１ 与儀 琉衣斗   ( 2) 15- 1 (0 ) 中村 謙介    

開始時間 終了時間 

      15- 3
松茂良 琉斗  永松 晃汰    

複２  ( 2) 15- 5 (0 )
津波古 莉久  大城 博勢    
開始時間 終了時間 

試合番号35(14B2 44)  14ﾌﾞﾛｯｸ

越来Ａ （ 3）―（ 0） 与那原Ｂ

      15-12
安慶名 和樹   花木勇大      

複１  ( 2) 15-13 (0 )
町田 千洋     城間建伸      
開始時間 終了時間 

      15- 5
単１ 大城 祐弥      ( 2) 15- 8 (0 ) 吉田拓馬      

開始時間 終了時間 

      15- 7
佐久川 秀人   照屋利貴      

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
小渡 拓海     池原俊之亮    
開始時間 終了時間 

試合番号36(15B2 47)  15ﾌﾞﾛｯｸ

南星Ａ （ 3）―（ 0） 中城Ｂ

      15- 6
知念 嘉人    平良 恵達    

複１  ( 2) 15- 9 (0 )
桃原 光矢    我謝 光哉    
開始時間 終了時間 

      15- 7
単１ 稲嶺 之叶     ( 2) 15- 7 (0 ) 新垣 祐義    

開始時間 終了時間 

      15-10
門脇 宇宙    宮城 奏琉    

複２  ( 2) 15-12 (0 )
安富祖 幸    仲眞 拓輝    
開始時間 終了時間 

試合番号37(16B2 50)  16ﾌﾞﾛｯｸ

東風平Ａ （ 3）―（ 0） 石川Ａ

      15-11
砂川 真温     伊波 大智    

複１  ( 2) 13-15 (1 )
新垣 良真     崎濱 秀斗    

      15- 8開始時間 終了時間 

      15-12
単１ 島元 唯颯     ( 2) 12-15 (1 ) 名嘉眞 隼人  

      15-12開始時間 終了時間 

      15-17
冨里 優伍     須賀 輝      

複２  ( 2) 15- 6 (1 )
屋富祖 龍清   知念 昇汰    

      15- 5開始時間 終了時間 

試合番号38(17B1 52)  17ﾌﾞﾛｯｸ

仲井真Ａ （ 3）―（ 0） 古堅Ａ

      15-12
新垣尚士      比嘉 航大    

複１  ( 2) 15-13 (0 )
久高樹輝      砂川 拓海    
開始時間 終了時間 

      15-11
単１ 池田興哉       ( 2) 15- 6 (0 ) 池原 大輝    

開始時間 終了時間 

      15- 6
高安晃志      伊禮 寛之    

複２  ( 2) 15- 6 (0 )
島袋真杜      神谷 利緒    
開始時間 終了時間 

試合番号39(18B2 56)  18ﾌﾞﾛｯｸ

石嶺Ａ （ 3）―（ 0） 宮里Ｂ

      16-14
宮里皇司      島袋 彪河    

複１  ( 2) 19-17 (0 )
中山温人      下地 榮山    
開始時間 終了時間 

      15- 1
単１ 仲村恒祐       ( 2) 15- 5 (0 ) 平 裕介      

開始時間 終了時間 

      15- 6
嶺間青空      森東 凛愛    

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
島袋駿        比嘉 大喜    
開始時間 終了時間 

試合番号40(19B2 59)  19ﾌﾞﾛｯｸ

沖縄東Ａ （ 3）―（ 0） 金城Ｂ

      15- 2
新垣 龍星    横目 陽優    

複１  ( 2) 15- 8 (0 )
棚原 一煌    臼杵 祐人    
開始時間 終了時間 

      15- 5
単１ 大城 大樹     ( 2) 15- 2 (0 ) 工藤 涼介    

開始時間 終了時間 

      15- 2
松本 羅以    吉田 宗真    

複２  ( 2) 15- 3 (0 )
仲松 大周    金城 幸磨    
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号41(1B1 1)  １ﾌﾞﾛｯｸ

南風原Ａ （ 3）―（ 0） 神原Ａ

      15- 4
杜 国紘      伊志嶺 大地  

複１  ( 2) 15- 6 (0 )
小橋川 共哉  棚原 開      
開始時間 終了時間 

      15- 6
単１ 与那嶺 航平   ( 2) 15- 4 (0 ) 座間味 浩紀  

開始時間 終了時間 

      15- 1
知念 辰郎    仲宗根 優太  

複２  ( 2) 15- 3 (0 )
米須 清人    安里 季乎    
開始時間 終了時間 

試合番号42(1B6 6)  １ﾌﾞﾛｯｸ

古堅Ｂ （ 3）―（ 0） 神森Ｂ

      15-8
大工廻 秀成  大城一葉      

複１  ( 2)  6-15 (1 )
池原 優力    喜屋武琉希    

      18-16開始時間 終了時間 

      15-2
単１ 佐野 波太郎   ( 2) 15-3  (0 ) 金城清太郎    

開始時間 終了時間 

      15-10
宇良 俊飛    棚原飛雅      

複２  ( 2) 15-10 (0 )
上地 吏久    屋良陽太      
開始時間 終了時間 

試合番号43(2B1 7)  ２ﾌﾞﾛｯｸ

玉城Ａ （ 3）―（ 0） 仲西Ａ

      15- 2
座覇 晃成    外間琉太      

複１  ( 2) 15- 2 (0 )
飯塚 優      大嶺優輝      
開始時間 終了時間 

      15- 3
単１ 城間 一輝     ( 2) 15- 8 (0 ) 崎濱充嗣      

開始時間 終了時間 

      15- 3
知念 亮汰    金城凜大      

複２  ( 2) 15- 8 (0 )
知花 瑛介    渡口健太      
開始時間 終了時間 

試合番号44(3B1 10)  ３ﾌﾞﾛｯｸ

中城Ａ （ 2）―（ 1） 伊良波Ａ

      15- 0
仲宗根 優人  高安 優大    

複１  ( 2) 15- 6 (0 )
喜屋武 来空  島袋 拓真    
開始時間 終了時間 

      10-15
単１ 川満 成       ( 0)  1-15 (2 ) 長田 清貴    

開始時間 終了時間 

      15-11
新城 陽太    小笹 蓮      

複２  ( 2) 15- 5 (0 )
米須 大晟    安谷屋 雄大  
開始時間 終了時間 

試合番号45(4B1 13)  ４ﾌﾞﾛｯｸ

球陽Ａ （ 3）―（ 0） 首里Ａ

      15-11
上江洲 安希  仲村理希      

複１  ( 2) 15-5  (0 )
奥平 柊      幸地修也      
開始時間 終了時間 

       8-15
単１ 銘苅 怜大     ( 2) 15-8  (1 ) 宮城漣        

      15-9開始時間 終了時間 

       9-15
友寄 隆一    中山盛暁      

複２  ( 2) 15-8  (1 )
宮島 諒      平良隼人      

      17-15開始時間 終了時間 

試合番号46(5B1 16)  ５ﾌﾞﾛｯｸ

宮里Ａ （ 3）―（ 0） 浦添Ａ

      15- 3
知念 俊希    新垣 碧唯    

複１  ( 2) 15- 0 (0 )
屋我 峻太郎  玉元 駿悟    
開始時間 終了時間 

      15- 2
単１ 多和田 光祐   ( 2) 15- 4 (0 ) 泉 志穏      

開始時間 終了時間 

      15- 4
糸数 晴人    真栄城 祐斗  

複２  ( 2) 15- 5 (0 )
岡本 達吉    手登根 拓也  
開始時間 終了時間 

試合番号47(6B1 19)  ６ﾌﾞﾛｯｸ

真和志Ａ （ 2）―（ 1） 北中城Ａ

      15- 2
山城秀太      山城 圭祐    

複１  ( 2) 15-10 (0 )
濱元穏築      下地 健介    
開始時間 終了時間 

      15-17
単１ 平良響希       ( 1) 16-14 (2 ) 玉城 太陽    

       6-15開始時間 終了時間 

      15- 8
与那覇兆      宮城  颯      

複２  ( 2) 15-11 (0 )
島袋航        比嘉 広優    
開始時間 終了時間 

試合番号48(7B1 22)  ７ﾌﾞﾛｯｸ

興南Ａ （ 2）―（ 1） 高嶺Ａ

       8-15
高江洲陽      島根 晟帆    

複１  ( 0) 14-16 (2 )
蘇武拓真      上原 速颯    
開始時間 終了時間 

      15-5
単１ 沖田悠希       ( 2) 15-9  (0 ) 徳里 隆玖    

開始時間 終了時間 

      15-7
新垣大陸      国吉 諒真    

複２  ( 2) 15-13 (0 )
真喜屋拓      平田 海星    
開始時間 終了時間 

higa
打ち消し

higa
タイプライタ
２

higa
タイプライタ
１

higa
四角形

higa
四角形

higa
タイプライタ
(0)　5-15　(2)　 　9-15
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団体戦
試合番号49(8B1 25)  ８ﾌﾞﾛｯｸ

兼城Ａ （ 3）―（ 0） 普天間Ａ

      17-19
親川 拓海    町田 英      

複１  ( 2) 19-17 (1 )
大城 諒真    上田 和哉    

      15- 0開始時間 終了時間 

      15- 7
単１ 杉本 琉心     ( 2) 15- 7 (0 ) 古波蔵 翔騎士

開始時間 終了時間 

      15- 4
伊波 寛山    山城 清人    

複２  ( 2) 15- 8 (0 )
新垣 温大    久保田 楽斗  
開始時間 終了時間 

試合番号50(9B1 28)  ９ﾌﾞﾛｯｸ

与那原Ａ （ 3）―（ 0） 金城Ａ

      15-13
与那城陽大    花岡 秀真    

複１  ( 2) 12-15 (1 )
平良悠        赤嶺 旭曜    

      15-10開始時間 終了時間 

      15-12
単１ 安谷屋諒       ( 2) 15-9  (0 ) 嵩原 璃音    

開始時間 終了時間 

      15-5
伊集蒼        知念 隆也    

複２  ( 2) 15-8  (0 )
大田賢人      川崎 和真    
開始時間 終了時間 

試合番号51(10B1 31)  10ﾌﾞﾛｯｸ

彩橋Ａ （ 3）―（ 0） 松城Ａ

      15- 5
座安 紀成    島袋 遥稀    

複１  ( 2) 15- 2 (0 )
香村 槙汰    嵩原 安真    
開始時間 終了時間 

      15- 5
単１ 平 宝来       ( 2) 15- 8 (0 ) 山田 峻也    

開始時間 終了時間 

      15- 4
仲地 爽有    大城 幸也    

複２  ( 2) 15- 2 (0 )
松田 景佑    新垣 尊      
開始時間 終了時間 

試合番号52(11B1 34)  11ﾌﾞﾛｯｸ

古蔵Ａ （ 2）―（ 1） 玉城Ｂ

      12-15
伊佐 尚洋    小波津星成    

複１  ( 1) 15- 9 (2 )
与那覇 陽斗  山口 琉瑛    

       7-15開始時間 終了時間 

      15- 9
単１ 上地 響       ( 2) 15- 2 (0 ) 屋比久 優也  

開始時間 終了時間 

      15- 9
玉城 隼太郎  城間 盛太    

複２  ( 2) 15- 8 (0 )
谷崎 太一    西迫 幸琉    
開始時間 終了時間 

試合番号53(12B1 37)  12ﾌﾞﾛｯｸ

浦西Ａ （ 2）―（ 1） 粟国Ａ

      15-12
上地 翔汰    伊佐 魁桃    

複１  ( 2) 11-15 (1 )
屋嘉 晄漣    與那城 和也  

      17-15開始時間 終了時間 

      15-12
単１ 岡村 怜音     ( 1) 11-15 (2 ) 新城 来彪    

      12-15開始時間 終了時間 

      15-10
上地 翔人    糸洌 洋佑    

複２  ( 2) 12-15 (1 )
會田 祥      砂川 幸輝    

      15-12開始時間 終了時間 

試合番号54(13B1 40)  13ﾌﾞﾛｯｸ

安富祖Ａ （ 3）―（ 0） 神森Ａ

      15- 5
金城 祐哉    新城瑞樹      

複１  ( 2) 15-11 (0 )
松茂良 琉斗  新里龍眞      
開始時間 終了時間 

      15- 7
単１ 眞榮田 奏太   ( 2) 15-10 (0 ) 丹野惺太      

開始時間 終了時間 

      15-11
与儀 琉衣斗  村田航太郎    

複２  ( 2) 15- 8 (0 )
津波古 莉久  運天政汰      
開始時間 終了時間 

試合番号55(14B1 43)  14ﾌﾞﾛｯｸ

越来Ａ （ 2）―（ 1） 小禄Ａ

      15- 8
大城 祐弥     上地 達稀    

複１  ( 2) 11-15 (1 )
小渡 拓海     吉浦 大晟    

      15-11開始時間 終了時間 

      15- 5
単１ 安慶名 和樹    ( 2) 15- 9 (0 ) 佐藤 大空    

開始時間 終了時間 

      15-13
金城 琉生     玉利 一樹    

複２  ( 1) 13-15 (2 )
仲宗根 悠生   宮平 雄多    

      10-15開始時間 終了時間 

試合番号56(15B1 46)  15ﾌﾞﾛｯｸ

南星Ａ （ 3）―（ 0） 鏡原Ａ

      15- 2
知念 嘉人    大城颯真      

複１  ( 2) 15- 1 (0 )
桃原 光矢    當山朝日      
開始時間 終了時間 

      15-11
単１ 稲嶺 之叶     ( 2) 15-12 (0 ) 饒波正隆      

開始時間 終了時間 

      15-12
門脇 宇宙    小橋川陽生    

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
高野 琉      島袋恒陽      
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号57(16B1 49)  16ﾌﾞﾛｯｸ

東風平Ａ （ 3）―（ 0） 松島Ａ

      15- 7
砂川 真温     末吉伸悟      

複１  ( 2) 15-13 (0 )
新垣 良真     合田渉夢      
開始時間 終了時間 

      12-15
単１ 島元 唯颯     ( 2) 15-12 (1 ) 熊谷清春      

      15-10開始時間 終了時間 

      15- 2
冨里 優伍     神里周        

複２  ( 2) 15- 6 (0 )
屋富祖 龍清   大嶺晄        
開始時間 終了時間 

試合番号58(17B2 53)  17ﾌﾞﾛｯｸ

南風原Ｂ （ 2）―（ 1） 仲井真Ａ

      15-7
金城 栄寿    新垣尚士      

複１  ( 2) 15-6  (0 )
溝部 海輝    久高樹輝      
開始時間 終了時間 

      10-15
単１ 武村 洋祐     ( 1) 15-11 (2 ) 池田興哉      

       6-15開始時間 終了時間 

      15-7
仲地 雄貴    高安晃志      

複２  ( 2) 15-7  (0 )
仲村 常太    島袋真杜      
開始時間 終了時間 

試合番号59(18B1 55)  18ﾌﾞﾛｯｸ

石嶺Ａ （ 2）―（ 1） 潮平Ａ

      11-15
島袋優希      城間 楯      

複１  ( 0) 10-15 (2 )
知念琉星      赤嶺 竜輝    
開始時間 終了時間 

      15- 3
単１ 仲村恒祐       ( 2) 15- 3 (0 ) 冨里 年亨    

開始時間 終了時間 

      15- 4
嶺間青空      城間 晴渡    

複２  ( 2) 15-12 (0 )
島袋駿        秦 浩大      
開始時間 終了時間 

試合番号60(19B1 58)  19ﾌﾞﾛｯｸ

沖縄東Ａ （ 3）―（ 0） 真和志Ｂ

      15- 9
小渡 たから  大灣光喜      

複１  ( 2) 15- 9 (0 )
崎濱 秀仁    金城大空      
開始時間 終了時間 

      15-12
単１ 仲松 大周     ( 2) 15- 3 (0 ) 岩井慎之介    

開始時間 終了時間 

      15- 4
大城 大樹    座間味尚真    

複２  ( 2) 15- 5 (0 )
棚原 一煌    新垣諒        
開始時間 終了時間 


