
第1７回沖縄県小学生ダブルスバドミントン大会

５，６年生以下A決勝 平成27年12月6日 西崎総合体育館

1仲里 悠平
稲嶺 盛斗（ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ）

2仲嶺 伸麻
小渡 たから(那覇ｼﾞｭﾆｱ)

1

1

2

4

2

0

3金元 柚樹
真栄里 日菜(糸満ｼﾞｭﾆｱ)

4與儀 天友
外間 龍(喜瀬武原ｸﾗﾌﾞ)

5

0

2

8

2

1

10

2 1

5仲嶺 瑠悟
山田 愉(彩橋ｼｬﾄﾙ)

6 新垣 瑠香
伊敷 妃菜美(糸満ｼﾞｭﾆｱ)

7 前田 倫佳(親慶原SK)
糸満 ﾐﾁﾙ(南風原育成会)

2

0

2

6

2

1

8 奥間 凜香
新垣 愛(泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

9 新垣 日菜子
新垣 萌恵子(糸満ｼﾞｭﾆｱ)

3

2

0 10 長堂 文彦
福里 崇(那覇ｼﾞｭﾆｱ)

7

0

2

9

0

2

11 金城 未歩
大嶺 花奈(糸満ｼﾞｭﾆｱ)



５，６年生以下A決勝

第  1 回戦 
試合番号1  第  1 回戦 西崎総合体育館

      17-21
金元 柚樹 仲嶺 伸麻

 ( 2) 21-17 (1 )
真栄里 日菜 小渡 たから

      22-20  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (那覇ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号2  第  1 回戦 西崎総合体育館

  (親慶原SK)
      21-13

奥間 凜香 前田 倫佳
 ( 2) 21-10 (0 )

新垣 愛 糸満 ﾐﾁﾙ
  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)   (南風原育成会)

開始時間 終了時間 

試合番号3  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-15
新垣 日菜子 長堂 文彦

 ( 2) 21-17 (0 )
新垣 萌恵子 福里 崇

  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (那覇ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

準々決勝戦
試合番号4  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-9
仲里 悠平 金元 柚樹

 ( 2) 21-13 (0 )
稲嶺 盛斗 真栄里 日菜

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号5  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-19
仲嶺 瑠悟 與儀 天友

 ( 2) 21-15 (0 )
山田 愉 外間 龍

  (彩橋ｼｬﾄﾙ)   (喜瀬武原ｸﾗﾌﾞ)

開始時間 終了時間 

試合番号6  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-13
新垣 瑠香 奥間 凜香

 ( 2) 19-21 (1 )
伊敷 妃菜美 新垣 愛

      21-14  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号7  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-11
金城 未歩 新垣 日菜子

 ( 2) 21-7  (0 )
大嶺 花奈 新垣 萌恵子

  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

準決勝戦
試合番号8  準決勝戦 西崎総合体育館

      20-22
仲里 悠平 仲嶺 瑠悟

 ( 2) 23-21 (1 )
稲嶺 盛斗 山田 愉

      21-17  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (彩橋ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 

試合番号9  準決勝戦 西崎総合体育館

      21-16
金城 未歩 新垣 瑠香

 ( 2) 21-16 (0 )
大嶺 花奈 伊敷 妃菜美

  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

決勝戦
試合番号10  決勝戦 西崎総合体育館

      21-14
仲里 悠平 金城 未歩

 ( 2) 12-21 (1 )
稲嶺 盛斗 大嶺 花奈

      21-14  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

三位決定戦
試合番号11  三位決定戦 西崎総合体育館

      18-21
新垣 瑠香 仲嶺 瑠悟

 ( 2) 21-16 (1 )
伊敷 妃菜美 山田 愉

      21-16  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (彩橋ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 



第17回沖縄県小学生ダブルスバドミントン大会

5，6年生以下Ｂ決勝 平成27年12月6日 西崎総合体育館

1新垣 蒼生
伊波 拓哉（ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ）

2國吉 真奈
藤森 瑠音(糸満ｼﾞｭﾆｱ)

1

1

2

6

2

0

3田川 星華
田川 星菜(石川ｽﾏｯｼｭ)

4池原 麗雅
川根 麗一斗(彩橋ｼｬﾄﾙ)

7

2

0

14

1

2

5小渡 未沙季
比嘉 杏莉(泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

6外間 しおん(喜瀬武原ｸﾗﾌﾞ)
大城 愛希(親慶原SK)

7知念 映里
知念 辰郎(那覇ｼﾞｭﾆｱ)

2

2

1

8

2

1

8與那嶺 紘
喜友名 飛翔(南風原育成会)

9金城 向日葵
奥原 利佳(糸満ｼﾞｭﾆｱ)

3

0

210富盛 杏果莉
宜保 花音(親慶原SK)

9

0

2

15

1

2

18

1

2

20

0 2

11西浜 ﾏﾘﾝ
仲地 瑚都音(彩橋ｼｬﾄﾙ)

12 新城 愛華
國吉 優梨(糸満ｼﾞｭﾆｱ)

13 山里 琉盛
古堅 龍(北美ｽﾄﾘｰﾑ)

4

0

2

10

2

0

14 川崎 智香
座覇 晃成(親慶原SK)

15 金城 光希
玉城 琉葵(南風原育成会)

11

0

2

16

0

2

16 宮平 結衣
宮里 美輝(泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

17 山城 瞬
町田 宗斗(彩橋ｼｬﾄﾙ)

12

2

0 18 崎濱 秀仁(泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)
渡慶次 芽衣(西原東小)

19 田中 隆成
大城 祐弥(越来ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ)

5

2

0 20 知念 嘉人
大城 佑介(南風原育成会)

13

2

1

17

2

0

19

2

1

21 親泊 はるの
金武 世夏（ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ）



５，６年生以下Ｂ決勝

第  1 回戦 
試合番号1  第  1 回戦 西崎総合体育館

      26-28
田川 星華 國吉 真奈

 ( 2) 25-23 (1 )
田川 星菜 藤森 瑠音

      24-22  (石川ｽﾏｯｼｭ)   (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号2  第  1 回戦 西崎総合体育館

      19-21
知念 映里 與那嶺 紘

 ( 2) 21-11 (1 )
知念 辰郎 喜友名 飛翔

      21-13  (那覇ｼﾞｭﾆｱ)   (南風原育成会)

開始時間 終了時間 

試合番号3  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-13
富盛 杏果莉 金城 向日葵

 ( 2) 21-18 (0 )
宜保 花音 奥原 利佳

  (親慶原SK)   (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号4  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-8
川崎 智香 山里 琉盛

 ( 2) 21-17 (0 )
座覇 晃成 古堅 龍

  (親慶原SK)   (北美ｽﾄﾘｰﾑ)

開始時間 終了時間 

試合番号5  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-10
田中 隆成 知念 嘉人

 ( 2) 21-17 (0 )
大城 祐弥 大城 佑介

  (越来ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ)   (南風原育成会)

開始時間 終了時間 

第  2 回戦 
試合番号6  第  2 回戦 西崎総合体育館

      21-13
新垣 蒼生 田川 星華

 ( 2) 21-14 (0 )
伊波 拓哉 田川 星菜

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (石川ｽﾏｯｼｭ)

開始時間 終了時間 

試合番号7  第  2 回戦 西崎総合体育館

      21-15
池原 麗雅 小渡 未沙季

 ( 2) 21-19 (0 )
川根 麗一斗 比嘉 杏莉

  (彩橋ｼｬﾄﾙ)   (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号8  第  2 回戦 西崎総合体育館

  (喜瀬武原ｸﾗﾌﾞ)
      14-21

外間 しおん 知念 映里
 ( 2) 21-18 (1 )

大城 愛希 知念 辰郎
      21-14  (親慶原SK)   (那覇ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号9  第  2 回戦 西崎総合体育館

      21-5
西浜 ﾏﾘﾝ 富盛 杏果莉

 ( 2) 21-11 (0 )
仲地 瑚都音 宜保 花音

  (彩橋ｼｬﾄﾙ)   (親慶原SK)

開始時間 終了時間 

試合番号10  第  2 回戦 西崎総合体育館

      24-22
新城 愛華 川崎 智香

 ( 2) 21-17 (0 )
國吉 優梨 座覇 晃成

  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (親慶原SK)

開始時間 終了時間 

試合番号11  第  2 回戦 西崎総合体育館

      21-17
宮平 結衣 金城 光希

 ( 2) 21-10 (0 )
宮里 美輝 玉城 琉葵

  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)   (南風原育成会)

開始時間 終了時間 

試合番号12  第  2 回戦 西崎総合体育館

  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)
      21-17

山城 瞬 崎濱 秀仁
 ( 2) 21-12 (0 )

町田 宗斗 渡慶次 芽衣
  (彩橋ｼｬﾄﾙ)   (西原東小)

開始時間 終了時間 

試合番号13  第  2 回戦 西崎総合体育館

      12-21
田中 隆成 親泊 はるの

 ( 2) 21-14 (1 )
大城 祐弥 金武 世夏

      21-18  (越来ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ)   (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権開始時間 終了時間 

準々決勝戦
試合番号14  準々決勝戦 西崎総合体育館

      19-21
池原 麗雅 新垣 蒼生

 ( 2) 21-19 (1 )
川根 麗一斗 伊波 拓哉

      21-12  (彩橋ｼｬﾄﾙ)   (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権開始時間 終了時間 

試合番号15  準々決勝戦 西崎総合体育館

  (喜瀬武原ｸﾗﾌﾞ)
      21-15

西浜 ﾏﾘﾝ 外間 しおん
 ( 2) 16-21 (1 )

仲地 瑚都音 大城 愛希
      23-21  (彩橋ｼｬﾄﾙ)   (親慶原SK)

開始時間 終了時間 

試合番号16  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-10
宮平 結衣 新城 愛華

 ( 2) 21-9  (0 )
宮里 美輝 國吉 優梨

  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)   (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号17  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-14
山城 瞬 田中 隆成

 ( 2) 21-17 (0 )
町田 宗斗 大城 祐弥

  (彩橋ｼｬﾄﾙ)   (越来ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ)

開始時間 終了時間 



５，６年生以下Ｂ決勝

準決勝戦
試合番号18  準決勝戦 西崎総合体育館

      18-21
西浜 ﾏﾘﾝ 池原 麗雅

 ( 2) 21-18 (1 )
仲地 瑚都音 川根 麗一斗

      21-19  (彩橋ｼｬﾄﾙ)   (彩橋ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 

試合番号19  準決勝戦 西崎総合体育館

      21-10
宮平 結衣 山城 瞬

 ( 2) 12-21 (1 )
宮里 美輝 町田 宗斗

      21-11  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)   (彩橋ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 

決勝戦
試合番号20  決勝戦 西崎総合体育館

      21-12
宮平 結衣 西浜 ﾏﾘﾝ

 ( 2) 21-19 (0 )
宮里 美輝 仲地 瑚都音

  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)   (彩橋ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 

三位決定戦
試合番号21  三位決定戦 西崎総合体育館

      21-10
山城 瞬 池原 麗雅

 ( 2) 13-21 (1 )
町田 宗斗 川根 麗一斗

      21-15  (彩橋ｼｬﾄﾙ)   (彩橋ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 



第17回沖縄県小学生ダブルスバドミントン大会

3，4年生以下決勝 平成27年12月6日 西崎総合体育館

1新垣 翔太
仲里 悠成（ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ）

2小渡 良汰
知念 由眞(泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

1

0

2

6

2

0

3平 宝来
仲地 爽有(彩橋ｼｬﾄﾙ)

4伊波 杏夏
吉田 夏（ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ）

2

2

05稲福 美玲
石川 偉(糸満ｼﾞｭﾆｱ)

6池原 流雅
桃原 芽衣(彩橋ｼｬﾄﾙ)

3

0

2

7

0

2

10

2

0

12

2 0

7稲嶺 之叶
親泊 ひまり(ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

8 玉城 李音
新垣 萌音(ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

9 吉田 光貴
新垣 克起(糸満ｼﾞｭﾆｱ)

4

0

2

8

2

0

10 平 来喜
香村 槙汰（彩橋ｼｬﾄﾙ）

11 赤嶺 希力翔
米須 清人（ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ）

5

0

2 12 知念 亮汰
城間 富大(親慶原SK)

9

0

2

11

1

2

13 仲里 心々和
新垣 心香(糸満ｼﾞｭﾆｱ)



3，4年生以下決勝

第  1 回戦 
試合番号1  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-12
平 宝来 小渡 良汰

 ( 2) 21-12 (0 )
仲地 爽有 知念 由眞

  (彩橋ｼｬﾄﾙ)   (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号2  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-3
伊波 杏夏 稲福 美玲

 ( 2) 21-5  (0 )
吉田 夏 石川 偉

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号3  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-5
稲嶺 之叶 池原 流雅

 ( 2) 21-4  (0 )
親泊 ひまり 桃原 芽衣

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (彩橋ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 

試合番号4  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-17
平 来喜 吉田 光貴

 ( 2) 21-15 (0 )
香村 槙汰 新垣 克起

  (彩橋ｼｬﾄﾙ)   (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号5  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-6
知念 亮汰 赤嶺 希力翔

 ( 2) 21-18 (0 )
城間 富大 米須 清人

  (親慶原SK)   (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権開始時間 終了時間 

準々決勝戦
試合番号6  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-15
新垣 翔太 平 宝来

 ( 2) 21-11 (0 )
仲里 悠成 仲地 爽有

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (彩橋ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 

試合番号7  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-12
稲嶺 之叶 伊波 杏夏

 ( 2) 21-16 (0 )
親泊 ひまり 吉田 夏

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権開始時間 終了時間 

試合番号8  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-18
玉城 李音 平 来喜

 ( 2) 21-10 (0 )
新垣 萌音 香村 槙汰

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (彩橋ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 

試合番号9  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-19
仲里 心々和 知念 亮汰

 ( 2) 21-12 (0 )
新垣 心香 城間 富大

  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (親慶原SK)

開始時間 終了時間 

準決勝戦
試合番号10  準決勝戦 西崎総合体育館

      21-16
新垣 翔太 稲嶺 之叶

 ( 2) 24-22 (0 )
仲里 悠成 親泊 ひまり

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権開始時間 終了時間 

試合番号11  準決勝戦 西崎総合体育館

      21-19
仲里 心々和 玉城 李音

 ( 2) 14-21 (1 )
新垣 心香 新垣 萌音

      21-9  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権開始時間 終了時間 

決勝戦
試合番号12  決勝戦 西崎総合体育館

      21-9
新垣 翔太 仲里 心々和

 ( 2) 21-11 (0 )
仲里 悠成 新垣 心香

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

三位決定戦
試合番号13  三位決定戦 西崎総合体育館

      21-17
稲嶺 之叶 玉城 李音

 ( 2) 21-19 (0 )
親泊 ひまり 新垣 萌音

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権開始時間 終了時間 



第1７回沖縄県小学生ダブルスバドミントン大会

2年生以下決勝 平成27年12月6日 西崎総合体育館

1友利 奈衣希
石川 結(糸満ｼﾞｭﾆｱ)

2

02桃原 さくら
新垣 海実(ごさまるｽﾏﾂｼｭ)

3吉田 未来
島内 海優(糸満ｼﾞｭﾆｱ)

0

2

1

2

2 0

4宇良 彩花(泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)
渡慶次 秋成(西原東小)

5 宜保 海音
松田 夏純(親慶原SK)

2

0 6 照屋 琳久
比嘉 理央（南風原育成会）

7 徳田 航平
長堂 友彦(那覇ｼﾞｭﾆｱ)

1

2

2

1

8 金城 吏己
本田 輝(糸満ｼﾞｭﾆｱ)



２年生以下決勝トーナメント

準々決勝戦
試合番号1  準々決勝戦 西崎総合体育館

      15-4
友利 奈衣希 桃原 さくら

 ( 2) 15-7  (0 )
石川 結 新垣 海実

  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (ごさまるｽﾏﾂｼｭ)

開始時間 終了時間 

試合番号2  準々決勝戦 西崎総合体育館

  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)
      15-10

宇良 彩花 吉田 未来
 ( 2) 15-3  (0 )

渡慶次 秋成 島内 海優
  (西原東小)   (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号3  準々決勝戦 西崎総合体育館

      15-12
宜保 海音 照屋 琳久

 ( 2) 15-6  (0 )
松田 夏純 比嘉 理央

  (親慶原SK)   (南風原育成会)

開始時間 終了時間 

試合番号4  準々決勝戦 西崎総合体育館

      15-6
金城 吏己 徳田 航平

 ( 2) 13-15 (1 )
本田 輝 長堂 友彦

      15-8  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (那覇ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

準決勝戦
試合番号5  準決勝戦 西崎総合体育館

  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)
      15-13

宇良 彩花 友利 奈衣希
 ( 2) 12-15 (1 )

渡慶次 秋成 石川 結
      15-13  (西原東小)   (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号6  準決勝戦 西崎総合体育館

      15-8
宜保 海音 金城 吏己

 ( 2) 10-15 (1 )
松田 夏純 本田 輝

      15-11  (親慶原SK)   (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

決勝戦
試合番号7  決勝戦 西崎総合体育館

  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)
      15-9

宇良 彩花 宜保 海音
 ( 2) 15-9  (0 )

渡慶次 秋成 松田 夏純
  (西原東小)   (親慶原SK)

開始時間 終了時間 

三位決定戦
試合番号8  三位決定戦 西崎総合体育館

      15-9
金城 吏己 友利 奈衣希

 ( 2) 20-19 (0 )
本田 輝 石川 結

  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 



第17回沖縄県小学生ダブルスバドミントン大会

5，6年生以下Ｂ敗者 平成27年12月6日 西崎総合体育館

1吉元 真凛
赤嶺 一翔（ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ）

2森岡 蓮花
新垣 海亜(ごさまるｽﾏﾂｼｭ)

1

1

2

7

2

0

3真喜志 星南
識名 梨未(北美ｽﾄﾘｰﾑ)

4神谷 菜月
上手 ひなこ(西原ｼｬﾄﾙ)

8

1

2

15

2

0

5知花 利音
知花 海音(石川ｽﾏｯｼｭ)

6照屋 琳女
仲宗根 愛音(北美ｽﾄﾘｰﾑ)

7仲眞 彩
宇良 唯花(泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

2

2

ｷ

9

0

2

8又吉 真音
笹原 朱里杏(渡名喜ｼﾞｭﾆｱ)

9砂辺 伶慈
島袋 偉色(北美ｽﾄﾘｰﾑ)

3

2

010長浜 花音
川満 玲寧(SATOｸﾗﾌﾞＪｒ)

10

2

0

16

1

2

19

2

1

21

0 2

11大城 彩姫
城間 紗蘭(親慶原SK)

12 上運天 朝日
仲間 ささの(石川ｽﾏｯｼｭ)

13 知念 叶
西原 悠里(親慶原SK)

4

0

2

11

2

0

14 与那嶺 葉月
仲宗根 鈴梨(北美ｽﾄﾘｰﾑ)

15 松村 咲妃
古波蔵 翔騎士(SATOｸﾗﾌﾞＪｒ)

5

2

1 16 桃原 もも
川平 日向子(ごさまるｽﾏﾂｼｭ)

12

2

ｷ

17

2

0

17 渡口 成樹
石川 琉輔(渡名喜ｼﾞｭﾆｱ)

18 外間 鈴菜
大城 杏(糸満ｼﾞｭﾆｱ)

13

0

2 19 金城 希愛
座安 紀成(石川ｽﾏﾂｼｭ)

20 与那嶺 彩菜
池宮 紫月(北美ｽﾄﾘｰﾑ)

6

0

2 21 根路銘 広哉
野村 陽稀(泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

14

0

2

18

2

0

20

0

2

22 酒本 利香
重田 真妃（ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ）



５，６年生以下Ｂ敗者

第  1 回戦 
試合番号1  第  1 回戦 西崎総合体育館

      22-20
真喜志 星南 森岡 蓮花

 ( 2) 19-21 (1 )
識名 梨未 新垣 海亜

      21-15  (北美ｽﾄﾘｰﾑ)   (ごさまるｽﾏﾂｼｭ)

開始時間 終了時間 

試合番号2  第  1 回戦 西崎総合体育館

       0-ｷ 
棄権

仲眞 彩 又吉 真音
 ( 2)       (ｷ )

棄権
宇良 唯花 笹原 朱里杏

  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)   (渡名喜ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号3  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-16
砂辺 伶慈 長浜 花音

 ( 2) 21-7  (0 )
島袋 偉色 川満 玲寧

  (北美ｽﾄﾘｰﾑ)   (SATOｸﾗﾌﾞＪｒ)

開始時間 終了時間 

試合番号4  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-12
与那嶺 葉月 知念 叶

 ( 2) 21-9  (0 )
仲宗根 鈴梨 西原 悠里

  (北美ｽﾄﾘｰﾑ)   (親慶原SK)

開始時間 終了時間 

試合番号5  第  1 回戦 西崎総合体育館

      20-22
松村 咲妃 桃原 もも

 ( 2) 21-15 (1 )
古波蔵 翔騎士 川平 日向子

      21-19  (SATOｸﾗﾌﾞＪｒ)   (ごさまるｽﾏﾂｼｭ)

開始時間 終了時間 

試合番号6  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-16
根路銘 広哉 与那嶺 彩菜

 ( 2) 21-16 (0 )
野村 陽稀 池宮 紫月

  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)   (北美ｽﾄﾘｰﾑ)

開始時間 終了時間 

第  2 回戦 
試合番号7  第  2 回戦 西崎総合体育館

      21-7
吉元 真凛 真喜志 星南

 ( 2) 21-8  (0 )
赤嶺 一翔 識名 梨未

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (北美ｽﾄﾘｰﾑ)

開始時間 終了時間 

試合番号8  第  2 回戦 西崎総合体育館

      19-21
知花 利音 神谷 菜月

 ( 2) 21-13 (1 )
知花 海音 上手 ひなこ

      21-9  (石川ｽﾏｯｼｭ)   (西原ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 

試合番号9  第  2 回戦 西崎総合体育館

      21-12
仲眞 彩 照屋 琳女

 ( 2) 21-10 (0 )
宇良 唯花 仲宗根 愛音

  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)   (北美ｽﾄﾘｰﾑ)

開始時間 終了時間 

試合番号10  第  2 回戦 西崎総合体育館

      21-11
砂辺 伶慈 大城 彩姫

 ( 2) 21-5  (0 )
島袋 偉色 城間 紗蘭

  (北美ｽﾄﾘｰﾑ)   (親慶原SK)

開始時間 終了時間 

試合番号11  第  2 回戦 西崎総合体育館

      21-14
上運天 朝日 与那嶺 葉月

 ( 2) 21-15 (0 )
仲間 ささの 仲宗根 鈴梨

  (石川ｽﾏｯｼｭ)   (北美ｽﾄﾘｰﾑ)

開始時間 終了時間 

試合番号12  第  2 回戦 西崎総合体育館

松村 咲妃 渡口 成樹
 ( 2)  0-ｷ  (ｷ )

棄権
古波蔵 翔騎士 石川 琉輔

  (SATOｸﾗﾌﾞＪｒ)   (渡名喜ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号13  第  2 回戦 西崎総合体育館

      21-6
金城 希愛 外間 鈴菜

 ( 2) 21-19 (0 )
座安 紀成 大城 杏

  (石川ｽﾏﾂｼｭ)   (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号14  第  2 回戦 西崎総合体育館

      21-16
酒本 利香 根路銘 広哉

 ( 2) 21-9  (0 )
重田 真妃 野村 陽稀

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

準々決勝戦
試合番号15  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-6
吉元 真凛 知花 利音

 ( 2) 21-13 (0 )
赤嶺 一翔 知花 海音

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (石川ｽﾏｯｼｭ)

開始時間 終了時間 

試合番号16  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-19
砂辺 伶慈 仲眞 彩

 ( 2) 17-21 (1 )
島袋 偉色 宇良 唯花

      21-16  (北美ｽﾄﾘｰﾑ)   (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号17  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-18
上運天 朝日 松村 咲妃

 ( 2) 21-13 (0 )
仲間 ささの 古波蔵 翔騎士

  (石川ｽﾏｯｼｭ)   (SATOｸﾗﾌﾞＪｒ)

開始時間 終了時間 

試合番号18  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-10
金城 希愛 酒本 利香

 ( 2) 21-7  (0 )
座安 紀成 重田 真妃

  (石川ｽﾏﾂｼｭ)   (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権開始時間 終了時間 



５，６年生以下Ｂ敗者

準決勝戦
試合番号19  準決勝戦 西崎総合体育館

      21-17
吉元 真凛 砂辺 伶慈

 ( 2) 14-21 (1 )
赤嶺 一翔 島袋 偉色

      21-15  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (北美ｽﾄﾘｰﾑ)

開始時間 終了時間 

試合番号20  準決勝戦 西崎総合体育館

      21-5
金城 希愛 上運天 朝日

 ( 2) 21-13 (0 )
座安 紀成 仲間 ささの

  (石川ｽﾏﾂｼｭ)   (石川ｽﾏｯｼｭ)

開始時間 終了時間 

決勝戦
試合番号21  決勝戦 西崎総合体育館

      21-7
金城 希愛 吉元 真凛

 ( 2) 21-13 (0 )
座安 紀成 赤嶺 一翔

  (石川ｽﾏﾂｼｭ)   (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権開始時間 終了時間 



第17回沖縄県小学生ダブルスバドミントン大会

3，4年生以下敗者 平成27年12月6日 西崎総合体育館

1糸満 好華
金城 咲羽(南風原育成会)

2米須 清華
宮里 佳子(SATOｸﾗﾌﾞＪｒ)

1

0

2

7

2

1

3根波 美乃
平良 竜希(那覇ｼﾞｭﾆｱ)

4松田 景佑
津波古 莉久(越来ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ)

2

2

05漢那 こころ
山城 楓(石川ｽﾏｯｼｭ)

6末吉 和奈
前田 鈴菜(西原ｼｬﾄﾙ)

3

2

ｷ

8

0

2

11

2

0

13

0 2

7渡口 琉華
比嘉 優菜(渡名喜ｼﾞｭﾆｱ)

8 新川 優音
中村 優里(石川ｽﾏｯｼｭ)

4

2

ｷ 9 又吉 裕之介
渡嘉敷 佳音(渡名喜ｼﾞｭﾆｱ)

10 長嶺 愛心
玉城 柚香(那覇ｼﾞｭﾆｱ)

5

2

0

9

0

2

11 比嘉 可南江
川満 咲来(西原ｼｬﾄﾙ)

12 五十嵐 碧海
名嘉 キアラ(泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

6

0

2 13 大城 優衣
喜屋武 未来(西原ｼｬﾄﾙ)

10

0

2

12

0

2

14 与那嶺 椎菜
中尾 華菜(北美ｽﾄﾘｰﾑ)



３，４年生以下敗者平成27年12月6日

第  1 回戦 
試合番号1  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-10
根波 美乃 米須 清華

 ( 2) 21-13 (0 )
平良 竜希 宮里 佳子

  (那覇ｼﾞｭﾆｱ)   (SATOｸﾗﾌﾞＪｒ)

開始時間 終了時間 

試合番号2  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-15
松田 景佑 漢那 こころ

 ( 2) 21-9  (0 )
津波古 莉久 山城 楓

  (越来ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ)   (石川ｽﾏｯｼｭ)

開始時間 終了時間 

試合番号3  第  1 回戦 西崎総合体育館

       0-ｷ 
棄権

末吉 和奈 渡口 琉華
 ( 2)       (ｷ )

棄権
前田 鈴菜 比嘉 優菜

  (西原ｼｬﾄﾙ)   (渡名喜ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号4  第  1 回戦 西崎総合体育館

       0-ｷ 
棄権

新川 優音 又吉 裕之介
 ( 2)       (ｷ )

棄権
中村 優里 渡嘉敷 佳音

  (石川ｽﾏｯｼｭ)   (渡名喜ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号5  第  1 回戦 西崎総合体育館

      21-14
長嶺 愛心 比嘉 可南江

 ( 2) 23-21 (0 )
玉城 柚香 川満 咲来

  (那覇ｼﾞｭﾆｱ)   (西原ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 

試合番号6  第  1 回戦 西崎総合体育館

      24-22
大城 優衣 五十嵐 碧海

 ( 2) 21-8  (0 )
喜屋武 未来 名嘉 キアラ

  (西原ｼｬﾄﾙ)   (泡瀬ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

準々決勝戦
試合番号7  準々決勝戦 西崎総合体育館

      20-22
糸満 好華 根波 美乃

 ( 2) 21-18 (1 )
金城 咲羽 平良 竜希

      24-22  (南風原育成会)   (那覇ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

試合番号8  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-19
末吉 和奈 松田 景佑

 ( 2) 22-20 (0 )
前田 鈴菜 津波古 莉久

  (西原ｼｬﾄﾙ)   (越来ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ)

開始時間 終了時間 

試合番号9  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-8
長嶺 愛心 新川 優音

 ( 2) 21-12 (0 )
玉城 柚香 中村 優里

  (那覇ｼﾞｭﾆｱ)   (石川ｽﾏｯｼｭ)

開始時間 終了時間 

試合番号10  準々決勝戦 西崎総合体育館

      21-13
与那嶺 椎菜 大城 優衣

 ( 2) 21-16 (0 )
中尾 華菜 喜屋武 未来

  (北美ｽﾄﾘｰﾑ)   (西原ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 

準決勝戦
試合番号11  準決勝戦 西崎総合体育館

      23-21
糸満 好華 末吉 和奈

 ( 2) 21-13 (0 )
金城 咲羽 前田 鈴菜

  (南風原育成会)   (西原ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 

試合番号12  準決勝戦 西崎総合体育館

      21-19
与那嶺 椎菜 長嶺 愛心

 ( 2) 21-10 (0 )
中尾 華菜 玉城 柚香

  (北美ｽﾄﾘｰﾑ)   (那覇ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 

決勝戦
試合番号13  決勝戦 西崎総合体育館

      21-15
与那嶺 椎菜 糸満 好華

 ( 2) 21-16 (0 )
中尾 華菜 金城 咲羽

  (北美ｽﾄﾘｰﾑ)   (南風原育成会)

開始時間 終了時間 



第17回沖縄県小学生ダブルスバドミントン大会

2年生以下敗者 平成27年12月6日 西崎総合体育館

1糸満 ﾕﾘｱ
金城 光咲(南風原育成会)

2香村 楓夏
桃原 小桜(彩橋ｼｬﾄﾙ)

1

0

2

3

2

1

5

2 1

3豊岡 実南瑠
吉田 ゆず(ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

4 赤嶺 祐力翔
安里 夏目(ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

2

2

ｷ 5 上里 明輝
津嘉山 海琴(親慶原SK)

4

0

2 6 友利 壬鈴希
島内 凛(糸満ｼﾞｭﾆｱ)



2年生以下敗者

準々決勝戦
試合番号1  準々決勝戦 西崎総合体育館

      15-12
豊岡 実南瑠 香村 楓夏

 ( 2) 15-12 (0 )
吉田 ゆず 桃原 小桜

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (彩橋ｼｬﾄﾙ)

開始時間 終了時間 

試合番号2  準々決勝戦 西崎総合体育館

       0-ｷ 
棄権

赤嶺 祐力翔 上里 明輝
 ( 2)       (ｷ )

棄権
安里 夏目 津嘉山 海琴

  (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権

  (親慶原SK)

開始時間 終了時間 

準決勝戦
試合番号3  準決勝戦 西崎総合体育館

      13-15
糸満 ﾕﾘｱ 豊岡 実南瑠

 ( 2) 15-9  (1 )
金城 光咲 吉田 ゆず

      15-9  (南風原育成会)   (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権開始時間 終了時間 

試合番号4  準決勝戦 西崎総合体育館

      15-13
友利 壬鈴希 赤嶺 祐力翔

 ( 2) 15-12 (0 )
島内 凛 安里 夏目

  (糸満ｼﾞｭﾆｱ)   (ｷｸﾑﾗｼﾞｭﾆｱ)

棄権開始時間 終了時間 

決勝戦
試合番号5  決勝戦 西崎総合体育館

       9-15
糸満 ﾕﾘｱ 友利 壬鈴希

 ( 2) 15-11 (1 )
金城 光咲 島内 凛

      18-16  (南風原育成会)   (糸満ｼﾞｭﾆｱ)

開始時間 終了時間 


