
準々決勝戦
試合番号13  準々決勝戦 次試合番号 17 左

宮里Ａ （ 2）―（ 1） 南風原Ａ

      11-21
糸数 晴人    杜 国紘      

複１  ( 0) 17-21 (2 )
小川 颯也    小橋川 共哉  
開始時間 終了時間 

      21-16
単１ 多和田 光祐   ( 2) 21-18 (0 ) 与那嶺 航平  

開始時間 終了時間 

      21-18
知念 俊希    知念 辰郎    

複２  ( 2) 21-16 (0 )
屋我 峻太郎  米須 清人    
開始時間 終了時間 

試合番号14  準々決勝戦 次試合番号 17 右

彩橋Ａ （ 2）―（ 0） 沖縄東Ｂ

      21-15
座安 紀成    崎濱 秀起    

複１  ( 2) 21-13 (0 )
平 宝来      高江洲 遙大  
開始時間 終了時間 

      21-17
単１ 仲地 爽有     ( 2) 21-17 (0 ) 新垣 龍也    

開始時間 終了時間 

香村 槙汰    喜納 工来結  
複２  (  )       (  )

平 来喜      知念 由眞    
開始時間 終了時間 

試合番号15  準々決勝戦 次試合番号 18 左

安富祖Ａ （ 2）―（ 0） 南星Ａ

      21-18
眞榮田 奏太  知念 嘉人    

複１  ( 2) 21-13 (0 )
金城 祐哉    桃原 光矢    
開始時間 終了時間 

      11-21
単１ 松茂良 琉斗   ( 2) 21- 7 (1 ) 稲嶺 之叶    

      21-16開始時間 終了時間 

与儀 琉衣斗  門脇 宇宙    
複２  (  )       (  )

津波古 莉久  安富祖 幸    
開始時間 終了時間 

試合番号16  準々決勝戦 次試合番号 18 右

沖縄東Ａ （ 2）―（ 0） 南風原Ｂ

      21-18
大城 大樹    金城 栄寿    

複１  ( 2) 21-12 (0 )
崎濱 秀仁    溝部 海輝    
開始時間 終了時間 

      14-21
単１ 松本 羅以     ( 2) 21-11 (1 ) 武村 洋祐    

      21-7開始時間 終了時間 

小渡 たから  仲地 雄貴    
複２  (  )       (  )

棚原 一煌    仲村 常太    
開始時間 終了時間 

準決勝戦
試合番号17  準決勝戦 次試合番号 19 左

彩橋Ａ （ 2）―（ 1） 宮里Ａ

      21-14
香村 槙汰    小川 颯也    

複１  ( 2) 21-12 (0 )
平 来喜      島袋 民亜    
開始時間 終了時間 

      10-21
単１ 仲地 爽有     ( 0)  8-21 (2 ) 知念 俊希    

開始時間 終了時間 

      21-19
座安 紀成    屋我 峻太郎  

複２  ( 2) 21-14 (0 )
平 宝来      多和田 光祐  
開始時間 終了時間 

試合番号18  準決勝戦 次試合番号 19 右

安富祖Ａ （ 2）―（ 0） 沖縄東Ａ

      21-11
眞榮田 奏太  小渡 たから  

複１  ( 2) 21-14 (0 )
金城 祐哉    棚原 一煌    
開始時間 終了時間 

      21-12
単１ 松茂良 琉斗   ( 2) 21-15 (0 ) 大城 大樹    

開始時間 終了時間 

与儀 琉衣斗  崎濱 秀仁    
複２  (  )       (  )

津波古 莉久  松本 羅以    
開始時間 終了時間 

決勝戦
試合番号19  決勝戦 次試合番号 20 左

彩橋Ａ （ 2）―（0 ） 安富祖Ａ

      21-18
座安 紀成    眞榮田 奏太  

複１  ( 2) 21-19 (0 )
平 宝来      金城 祐哉    
開始時間 終了時間 

      18-21
単１ 仲地 爽有     ( 2) 21-17 (1 ) 与儀 琉衣斗  

      21-12開始時間 終了時間 

香村 槙汰    松茂良 琉斗  
複２  (  )       (  )

平 来喜      津波古 莉久  
開始時間 終了時間 



三位決定戦
試合番号20  三位決定戦 次試合番号 21 右

宮里Ａ （ 2）―（1 ） 沖縄東Ａ

      16-21
小川 颯也    崎濱 秀仁    

複１  ( 0) 18-21 (2 )
島袋 民亜    棚原 一煌    
開始時間 終了時間 

      21-15
単１ 多和田 光祐   ( 2) 21-10 (0 ) 新垣 龍星    

開始時間 終了時間 

      12-21
知念 俊希    大城 大樹    

複２  ( 2) 21-15 (1 )
屋我 峻太郎  小渡 たから  

      21-14開始時間 終了時間 


