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団体戦
試合番号81(1B1 1)  １ﾌﾞﾛｯｸ

沖縄東Ａ （ 3）―（ 0） 安慶田Ｂ

      15- 3
藏當 美桜香  金城 李衣奈  

複１  ( 2) 15- 4 (0 )
小渡 未沙季  田村 沙蘭    
開始時間 終了時間 

      15- 3
単１ 宇良 唯花     ( 2) 15- 0 (0 ) 那覇 璃音    

開始時間 終了時間 

      15- 1
宮平 結衣    比嘉 嬉乃    

複２  ( 2) 15- 1 (0 )
池原 茉維    池原 心乃    
開始時間 終了時間 

試合番号41(1B2 2)  １ﾌﾞﾛｯｸ

沖縄東Ａ （ 3）―（ 0） 金城Ｂ

      15- 1
宮平 結衣    安室 和実    

複１  ( 2) 15- 5 (0 )
西浜 マリン  大城 みすず  
開始時間 終了時間 

      15- 9
単１ 新垣 愛       ( 2) 15- 2 (0 ) 根波 美乃    

開始時間 終了時間 

      15- 3
宇良 唯花    高浜 ゆう    

複２  ( 2) 15- 4 (0 )
池原 茉維    糸数 凜華    
開始時間 終了時間 

試合番号1(1B3 3)  １ﾌﾞﾛｯｸ

金城Ｂ （ 2）―（ 1） 安慶田Ｂ

       8-15
高浜 ゆう    金城 李衣奈  

複１  ( 0)  6-15 (2 )
糸数 凜華    田村 沙蘭    
開始時間 終了時間 

      15-2
単１ 根波 美乃     ( 2) 15-2  (0 ) 石川 零      

開始時間 終了時間 

      15-8
安室 和実    那覇 璃音    

複２  ( 2) 12-15 (1 )
大城 みすず  比嘉 嬉乃    

      15-11開始時間 終了時間 

試合番号82(2B1 4)  ２ﾌﾞﾛｯｸ

城北Ａ （ 3）―（ 0） 具志川Ａ

      13-15
仲泊 優花    西銘千晴      

複１  ( 2) 16-14 (1 )
玉城 桃花    比嘉萌舞      

      15-11開始時間 終了時間 

      16-14
単１ 豊里 舞香      ( 2) 15-5  (0 ) 中村亜美      

開始時間 終了時間 

      15-11
玉城 日奈    石川朱唯      

複２  ( 2)  5-15 (1 )
山田 野ノ葉  比屋根凜子    

      15-13開始時間 終了時間 

試合番号42(2B2 5)  ２ﾌﾞﾛｯｸ

具志川Ａ （ 3）―（ 0） 嘉手納Ｂ

      15- 5
西銘千晴      中川 奏恵    

複１  ( 2) 15- 5 (0 )
比嘉萌舞      宜壽次 結生  
開始時間 終了時間 

      15-11
単１ 松田功美子     ( 2) 15- 8 (0 ) 幸地 麗美夏  

開始時間 終了時間 

      15- 6
石川朱唯      新川 真央    

複２  ( 2) 15- 4 (0 )
比屋根凜子    徳里 綾乃    
開始時間 終了時間 

試合番号2(2B3 6)  ２ﾌﾞﾛｯｸ

城北Ａ （ 3）―（ 0） 嘉手納Ｂ

      15- 4
仲泊 優花    中川 奏恵    

複１  ( 2) 15- 4 (0 )
玉城 桃花    宜壽次 結生  
開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 豊里 舞香      ( 2) 11-15 (1 ) 幸地 麗美夏  

      15- 9開始時間 終了時間 

      15-10
玉城 日奈    新川 真央    

複２  ( 2) 16-14 (0 )
山田 野ノ葉  徳里 綾乃    
開始時間 終了時間 

試合番号83(3B1 7)  ３ﾌﾞﾛｯｸ

普天間Ａ （ 2）―（ 1） 神原Ａ

      15- 9
外間 日菜    嘉数 来夢    

複１  ( 2) 15-10 (0 )
城間 美姫    前田 梨花    
開始時間 終了時間 

      16-14
単１ 松村 咲妃     ( 2) 15- 6 (0 ) 大見謝良美    

開始時間 終了時間 

       9-15
我如古 りおん 島袋 杏梨    

複２  ( 0) 11-15 (2 )
仲村渠 美優  諸見 望愛    
開始時間 終了時間 

試合番号43(3B2 8)  ３ﾌﾞﾛｯｸ

美里Ｂ （ 2）―（ 1） 普天間Ａ

      11-15
真喜志 星南  外間 日菜    

複１  ( 2) 16-14 (1 )
仲宗根 愛音  城間 美姫    

      15-12開始時間 終了時間 

       5-15
単１ 与那嶺 葉月   ( 1) 16-14 (2 ) 松村 咲妃    

       9-15開始時間 終了時間 

      15-13
糸数 萌花    我如古 りおん

複２  ( 2) 15-10 (0 )
又吉 美奈    仲村渠 美優  
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号3(3B3 9)  ３ﾌﾞﾛｯｸ

神原Ａ （ 2）―（ 1） 美里Ｂ

      15-13
嘉数 来夢    真喜志 星南  

複１  ( 1)  6-15 (2 )
前田 梨花    仲宗根 愛音  

      10-15開始時間 終了時間 

      15-12
単１ 大見謝良美     ( 2) 15- 8 (0 ) 糸数 萌花    

開始時間 終了時間 

      13-15
島袋 杏梨    新城 妃更    

複２  ( 2) 15-11 (1 )
諸見 望愛    金城 祐香    

      15- 6開始時間 終了時間 

試合番号84(4B1 10)  ４ﾌﾞﾛｯｸ

南星Ａ （ 2）―（ 1） 恩納Ａ

      15-12
仲村渠 ひな乃 伊波 亜依香  

複１  ( 1) 12-15 (2 )
具志堅 伶奈  新垣 咲菜    

      15-17開始時間 終了時間 

      15- 4
単１ 金城 咲羽     ( 2) 20-19 (0 ) 山城 未玲    

開始時間 終了時間 

      15-12
大嶺 和花    仲村 愛音    

複２  ( 2) 15- 4 (0 )
伊佐 美空    當山 璃乃    
開始時間 終了時間 

試合番号44(4B2 11)  ４ﾌﾞﾛｯｸ

南星Ａ （ 3）―（ 0） 松島Ｂ

      15- 6
仲村渠 ひな乃 玉井咲帆      

複１  ( 2) 15-12 (0 )
伊敷 美乃    東迎咲月      
開始時間 終了時間 

      15- 7
単１ 金城 咲羽     ( 2) 15- 6 (0 ) 安谷屋美優    

開始時間 終了時間 

      15- 3
大嶺 和花    松本佳那      

複２  ( 2) 15-10 (0 )
伊佐 美空    宜野座叶愛    
開始時間 終了時間 

試合番号4(4B3 12)  ４ﾌﾞﾛｯｸ

恩納Ａ （ 3）―（ 0） 松島Ｂ

      15- 9
仲村 愛音    玉井咲帆      

複１  ( 2) 12-15 (1 )
當山 璃乃    東迎咲月      

      15- 8開始時間 終了時間 

      15-12
単１ 山城 未玲     ( 2) 15- 2 (0 ) 安谷屋美優    

開始時間 終了時間 

      15- 8
伊波 亜依香  久髙麻想      

複２  ( 2) 15- 8 (0 )
新垣 咲菜    山城梨奈      
開始時間 終了時間 

試合番号85(5B1 13)  ５ﾌﾞﾛｯｸ

神森Ａ （ 3）―（ 0） コザＡ

      17-15
仲本愛羅      佐次田 歩己  

複１  ( 2) 15- 7 (0 )
新盛仁香      髙江洲 千宙  
開始時間 終了時間 

      13-15
単１ 岩谷千緒里     ( 2) 15-13 (1 ) 喜納 満月    

      15-11開始時間 終了時間 

      12-15
儀保里紗      松田 桃佳    

複２  ( 2) 15- 8 (1 )
松島双葉      仲宗根 早希  

      15- 8開始時間 終了時間 

試合番号45(5B2 14)  ５ﾌﾞﾛｯｸ

古堅Ｂ （ 2）―（ 1） 神森Ａ

      13-15
池原 愛果    仲本愛羅      

複１  ( 0) 13-15 (2 )
比嘉 心菜    新盛仁香      
開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 玉栄 美優     ( 2) 15-9  (0 ) 岩谷千緒里    

開始時間 終了時間 

      16-14
与那覇 楓月  儀保里紗      

複２  ( 2) 16-9  (0 )
玉城 妃菜    松島双葉      
開始時間 終了時間 

試合番号5(5B3 15)  ５ﾌﾞﾛｯｸ

古堅Ｂ （ 3）―（ 0） コザＡ

      15-5
与那覇 楓月  佐次田 歩己  

複１  ( 2) 17-15 (0 )
玉城 妃菜    髙江洲 千宙  
開始時間 終了時間 

      15-3
単１ 玉栄 美優     ( 2) 15-13 (0 ) 仲宗根 早希  

開始時間 終了時間 

      15-11
池原 愛果    喜納 満月    

複２  ( 2) 15-9  (0 )
比嘉 心菜    松田 桃佳    
開始時間 終了時間 

試合番号86(6B1 16)  ６ﾌﾞﾛｯｸ

長嶺Ａ （ 3）―（ 0） 北中城Ａ

      15-11
香村 美成    玉城 愛瑠    

複１  ( 2) 15-13 (0 )
大城 美咲    平良 結衣    
開始時間 終了時間 

      17-15
単１ 山根 葵       ( 2) 15- 9 (0 ) 棚原 にいな  

開始時間 終了時間 

      15- 7
仲村 美智    東濱 心和    

複２  ( 2) 15-12 (0 )
赤嶺 愛花    宮城 美月    
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号46(6B2 17)  ６ﾌﾞﾛｯｸ

長嶺Ａ （ 3）―（ 0） 仲西Ｂ

      15-13
仲村 美智    照屋奏心      

複１  ( 2) 15- 9 (0 )
山根 葵      久保美紀      
開始時間 終了時間 

      15- 1
単１ 赤嶺 愛花     ( 2) 15- 4 (0 ) 知念紗矢      

開始時間 終了時間 

      16-14
上原 蓮紀    與那嶺歩花    

複２  ( 2) 15-10 (0 )
国吉 穂乃伽  來間涼        
開始時間 終了時間 

試合番号6(6B3 18)  ６ﾌﾞﾛｯｸ

北中城Ａ （ 3）―（ 0） 仲西Ｂ

      15-10
玉城 愛瑠    照屋奏心      

複１  ( 2) 15-12 (0 )
平良 結衣    久保美紀      
開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 東濱 心和     ( 2) 17-15 (0 ) 知念紗矢      

開始時間 終了時間 

      15-17
棚原 にいな  與那嶺歩花    

複２  ( 2) 15-11 (1 )
渡久地 彩    來間涼        

      15- 9開始時間 終了時間 

試合番号87(7B1 19)  ７ﾌﾞﾛｯｸ

あげなＡ （ 3）―（ 0） 那覇Ａ

      17-15
金城 向日葵  下地美澄      

複１  ( 2) 15-13 (0 )
我喜屋 未来  木下美芸      
開始時間 終了時間 

      15- 8
単１ 前堂 花奈     ( 2) 15- 6 (0 ) 高木はな      

開始時間 終了時間 

      15-11
中村 芽夢    八木優月      

複２  ( 2) 16-14 (0 )
久保田心音    戸山璃美      
開始時間 終了時間 

試合番号47(7B2 20)  ７ﾌﾞﾛｯｸ

あげなＡ （ 3）―（ 0） 与那原Ｂ

      15- 9
金城 向日葵  奥平 美由起  

複１  ( 2) 15- 9 (0 )
我喜屋 未来  知念 由佳    
開始時間 終了時間 

      15- 6
単１ 松堂 アキ     ( 2) 15-10 (0 ) 平田 妃茉莉  

開始時間 終了時間 

      16-14
前堂 花奈    當間 栞夏    

複２  ( 2) 15-10 (0 )
中村 芽夢    西銘 桃加    
開始時間 終了時間 

試合番号7(7B3 21)  ７ﾌﾞﾛｯｸ

那覇Ａ （ 3）―（ 0） 与那原Ｂ

      15- 9
下地美澄      仲宗根 夢乃  

複１  ( 2) 15-11 (0 )
木下美芸      知念 由佳    
開始時間 終了時間 

      15- 9
単１ 高木はな       ( 2) 15-10 (0 ) 平良 羽菜    

開始時間 終了時間 

      15- 7
八木優月      奥平 美由起  

複２  ( 2) 14-16 (1 )
戸山璃美      當間 栞夏    

      20-19開始時間 終了時間 

試合番号88(8B1 22)  ８ﾌﾞﾛｯｸ

石川Ａ （ 3）―（ 0） 鏡原Ａ

      11-15
新垣 梨々佳  石川乃愛      

複１  ( 2) 19-17 (1 )
山田 さくら  金城 茜      

      15- 9開始時間 終了時間 

      15- 2
単１ 友利 美優     ( 2) 15- 5 (0 ) 金谷みずほ    

開始時間 終了時間 

      15-13
知念 沙理奈  渡嘉敷 涼    

複２  ( 2) 15- 7 (0 )
伊波 沙耶香  玉城あず      
開始時間 終了時間 

試合番号48(8B2 23)  ８ﾌﾞﾛｯｸ

石川Ａ （ 2）―（ 1） 宮里Ｂ

       9-15
新垣 梨々佳  佐久川 若菜  

複１  ( 0) 13-15 (2 )
山田 さくら  玉栄 沙弥華  
開始時間 終了時間 

      15- 9
単１ 友利 美優     ( 2) 15- 9 (0 ) 永山 瑠菜    

開始時間 終了時間 

      15- 6
知念 沙理奈  久場 涼華    

複２  ( 2) 15-10 (0 )
伊波 沙耶香  崎原 花莉菜  
開始時間 終了時間 

試合番号8(8B3 24)  ８ﾌﾞﾛｯｸ

宮里Ｂ （ 2）―（ 1） 鏡原Ａ

      15-9
久場 涼華    石川乃愛      

複１  ( 2) 11-15 (1 )
玉栄 沙弥華  金城 茜      

      15-6開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 佐久川 若菜   ( 2) 16-14 (0 ) 金谷みずほ    

開始時間 終了時間 

      13-15
金城 未来    渡嘉敷 涼    

複２  ( 0) 11-15 (2 )
座間味 佑佳  玉城あず      
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号89(9B1 25)  ９ﾌﾞﾛｯｸ

兼城Ａ （ 3）―（ 0） 浦添Ａ

      15-8
與那 幸華    仲里 日那    

複１  ( 2) 15-11 (0 )
前畑 伊吹    宮原 美々    
開始時間 終了時間 

      15-3
単１ 仲本 悠華     ( 2) 15-6  (0 ) 平良 莉央    

開始時間 終了時間 

      15-8
神谷 望結    仲山 小春    

複２  ( 2) 15-4  (0 )
當間 奈央    真栄城 晴奈  
開始時間 終了時間 

試合番号49(9B2 26)  ９ﾌﾞﾛｯｸ

浦添Ａ （ 2）―（ 1） 伊波Ｂ

      16-14
仲里 日那    亀島 由梨亜  

複１  ( 2) 15- 8 (0 )
宮原 美々    比嘉 郁乃    
開始時間 終了時間 

       4-15
単１ 平良 莉央     ( 0) 13-15 (2 ) 津嘉山 夢叶  

開始時間 終了時間 

      15- 7
仲山 小春    渡久地 加菜  

複２  ( 2) 15- 2 (0 )
真栄城 晴奈  伊波 杏優     
開始時間 終了時間 

試合番号9(9B3 27)  ９ﾌﾞﾛｯｸ

兼城Ａ （ 3）―（ 0） 伊波Ｂ

      15- 4
與那 幸華    比嘉 郁乃    

複１  ( 2) 15- 1 (0 )
前畑 伊吹    玉寄 心暖    
開始時間 終了時間 

      15- 4
単１ 仲本 悠華     ( 2) 15- 5 (0 ) 亀島 由梨亜  

開始時間 終了時間 

      15- 4
神谷 望結    津嘉山 夢叶  

複２  ( 2) 15- 3 (0 )
當間 奈央    渡久地 加菜  
開始時間 終了時間 

試合番号90(10B1 28)  10ﾌﾞﾛｯｸ

北谷Ａ （ 2）―（ 1） 首里Ａ

      15-12
又吉 綾      比嘉美羽音    

複１  ( 2) 15-11 (0 )
永山 愛梨    神谷恵茉      
開始時間 終了時間 

      15-17
単１ 田場 日向子   ( 0)  5-15 (2 ) 豊岡亜衣瑠    

開始時間 終了時間 

      15-14
宮城 愛莉    冬澤穂香      

複２  ( 2) 15-13 (0 )
根保 來夢    大城莉子      
開始時間 終了時間 

試合番号50(10B2 29)  10ﾌﾞﾛｯｸ

首里Ａ （ 3）―（ 0） 玉城Ｂ

      12-15
比嘉美羽音    嶺井 乙葉    

複１  ( 2) 15-13 (1 )
神谷恵茉      山城 夏莉    

      15- 9開始時間 終了時間 

      15- 0
単１ 豊岡亜衣瑠     ( 2) 15- 5 (0 ) 泉 真緒      

開始時間 終了時間 

      14-16
大城莉子      銘苅 奈々美  

複２  ( 2) 15- 9 (1 )
八幡桃佳      大城 咲季    

      16-14開始時間 終了時間 

試合番号10(10B3 30)  10ﾌﾞﾛｯｸ

北谷Ａ （ 3）―（ 0） 玉城Ｂ

      15- 5
又吉 綾      銘苅 奈々美  

複１  ( 2) 15-12 (0 )
永山 愛梨    大城 咲季    
開始時間 終了時間 

      15-13
単１ 田場 日向子   ( 2) 15- 8 (0 ) 井上 咲夏    

開始時間 終了時間 

      15- 7
宮城 愛莉    嶺井 乙葉    

複２  ( 2) 15-11 (0 )
根保 來夢    山城 夏莉    
開始時間 終了時間 

試合番号91(11B1 31)  11ﾌﾞﾛｯｸ

南風原Ａ （ 3）―（ 0） 桑江Ｂ

      15- 6
重田 真妃    奥間 未夕    

複１  ( 2) 15- 6 (0 )
瑞慶覧 香奈  山根 まりあ  
開始時間 終了時間 

      15- 5
単１ 稲福 桃花     ( 2) 13-15 (1 ) 伊波 美怜奈  

      15-13開始時間 終了時間 

      16-14
名嘉 亜咲妃  西平 茉菜    

複２  ( 2) 15- 4 (0 )
當山 菜々美  松川 来未    
開始時間 終了時間 

試合番号51(11B2 32)  11ﾌﾞﾛｯｸ

南風原Ａ （ 3）―（ 0） 石嶺Ｂ

      13-15
重田 真妃    瀬名波佳      

複１  ( 2) 15- 9 (1 )
瑞慶覧 香奈  大城紗和      

      15- 4開始時間 終了時間 

      16-14
単１ 又吉 栞       ( 2) 15-13 (0 ) 嘉数弥久利    

開始時間 終了時間 

      15- 4
名嘉 亜咲妃  神里志乃      

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
當山 菜々美  神谷星那      
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号11(11B3 33)  11ﾌﾞﾛｯｸ

石嶺Ｂ （ 2）―（ 1） 桑江Ｂ

      15-9
瀬名波佳      奥間 未夕    

複１  ( 2) 12-15 (1 )
大城紗和      山根 まりあ  

      15-12開始時間 終了時間 

      15-12
単１ 神谷星那       ( 1) 14-16 (2 ) 伊波 美怜奈  

      10-15開始時間 終了時間 

      15-10
嘉陽凜寧      安里 珠七    

複２  ( 2) 15-12 (0 )
嘉数弥久利    喜屋武 美桔  
開始時間 終了時間 

試合番号92(12B1 34)  12ﾌﾞﾛｯｸ

美東Ａ （ 3）―（ 0） 潮平Ｂ

      16-14
仲宗根 歩乃  前門沙樹      

複１  ( 2) 15- 9 (0 )
武原 由花    長田雅        
開始時間 終了時間 

      15-12
単１ 座間味 杏     ( 2) 15-12 (0 ) 屋冨祖夢奈    

開始時間 終了時間 

      15- 8
仲宗根 未桜  長嶺由苗      

複２  ( 2) 15- 4 (0 )
山入端 心音  上原桃子      
開始時間 終了時間 

試合番号52(12B2 35)  12ﾌﾞﾛｯｸ

美東Ａ （ 3）―（ 0） 松城Ｂ

      15- 4
仲宗根 歩乃  比嘉心花      

複１  ( 2) 15- 5 (0 )
武原 由花    比嘉菜月      
開始時間 終了時間 

      17-15
単１ 座間味 杏     ( 2) 15-10 (0 ) 天久優美      

開始時間 終了時間 

      15- 7
仲宗根 未桜  國吉美咲      

複２  ( 2) 15-12 (0 )
山入端 心音  阿波根萌花    
開始時間 終了時間 

試合番号12(12B3 36)  12ﾌﾞﾛｯｸ

松城Ｂ （ 2）―（ 1） 潮平Ｂ

      15-8
比嘉心花      大嶺ちゅら    

複１  ( 2) 15-12 (0 )
比嘉菜月      屋冨祖夢奈    
開始時間 終了時間 

      15-13
単１ 天久優美       ( 1) 19-20 (2 ) 副田琳子      

      11-15開始時間 終了時間 

      18-16
國吉美咲      前門沙樹      

複２  ( 2) 15-6  (0 )
阿波根萌花    長田雅        
開始時間 終了時間 

試合番号93(13B1 37)  13ﾌﾞﾛｯｸ

嘉数Ａ （ 2）―（ 1） 津堅Ａ

      15- 8
城間 アメリ  又吉 華音    

複１  ( 2) 15- 5 (0 )
又吉 瑚十音  幸良 梨菜    
開始時間 終了時間 

      15- 5
単１ 棚原 亜利紗   ( 2) 15- 5 (0 ) 前田場 姫香  

開始時間 終了時間 

       5-15
仲宗根 梨乃  屋嘉比 七海  

複２  ( 0)  8-15 (2 )
大屋 凜華    幸良 真央    
開始時間 終了時間 

試合番号53(13B2 38)  13ﾌﾞﾛｯｸ

嘉数Ａ （ 3）―（ 0） 安岡Ｂ

      15- 8
城間 アメリ  比嘉美緒      

複１  ( 2) 15-11 (0 )
又吉 瑚十音  糸数華凛      
開始時間 終了時間 

      15-12
単１ 棚原 亜利紗   ( 2) 15- 8 (0 ) 平田真子      

開始時間 終了時間 

      15- 9
大城 美結    祷菜穂        

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
新城 有哉音  多和田蒼      
開始時間 終了時間 

試合番号13(13B3 39)  13ﾌﾞﾛｯｸ

安岡Ｂ （ 2）―（ 1） 津堅Ａ

      15-10
比嘉美緒      又吉 華音    

複１  ( 2) 15-9  (0 )
糸数華凛      幸良 梨菜    
開始時間 終了時間 

      15-0
単１ 平田真子       ( 2) 15-2  (0 ) 前田場 姫香  

開始時間 終了時間 

      15-8
島袋なつ美    屋嘉比 七海  

複２  ( 1)  4-15 (2 )
知念れい      幸良 真央    

      12-15開始時間 終了時間 

試合番号94(14B1 40)  14ﾌﾞﾛｯｸ

古蔵Ａ （ 2）―（ 1） 大里Ｂ

      15-11
池村 しりあ  宮里 あんな  

複１  ( 2) 13-15 (1 )
仲村渠 ゆり  緑間 令紗    

      15-13開始時間 終了時間 

      15-11
単１ 宮城 采果     ( 2) 15- 9 (0 ) 龍山 和歌菜  

開始時間 終了時間 

      15- 9
上江洲 未羽  大城 花菜    

複２  ( 1)  6-15 (2 )
奥山 倫      知念 和      

       8-15開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号54(14B2 41)  14ﾌﾞﾛｯｸ

古蔵Ａ （ 3）―（ 0） 宜野湾Ｂ

      15-10
池村 しりあ  森田 凜      

複１  ( 2) 13-15 (1 )
仲村渠 ゆり  池原 妃菜乃  

      15-11開始時間 終了時間 

      16-14
単１ 宮城 采果     ( 2) 12-15 (1 ) 伊良波 心    

      18-16開始時間 終了時間 

      15- 8
上江洲 未羽  与那覇 新菜  

複２  ( 2) 17-15 (0 )
奥山 倫      比嘉 聖      
開始時間 終了時間 

試合番号14(14B3 42)  14ﾌﾞﾛｯｸ

大里Ｂ （ 2）―（ 1） 宜野湾Ｂ

      15- 9
宮里 あんな  津波古 梨乃  

複１  ( 2) 15- 8 (0 )
緑間 令紗    渡慶次 怜乃  
開始時間 終了時間 

       8-15
単１ 龍山 和歌菜   ( 0) 14-16 (2 ) 伊良波 心    

開始時間 終了時間 

      16-14
大城 花菜    森田 凜      

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
玉城 美優    池原 妃菜乃  
開始時間 終了時間 

試合番号95(15B1 43)  15ﾌﾞﾛｯｸ

越 来 Ａ （ 3）―（ 0） 真志喜Ｂ

      12-15
島 袋  ひらり 天久 沙織    

複１  ( 2) 15- 9 (1 )
徳 門  来 瞳  島袋 まどか  

      15- 3開始時間 終了時間 

      15- 9
単１ 山 内  彩 七   ( 2) 15- 2 (0 ) 安里 美咲    

開始時間 終了時間 

      15- 3
金 城  あいの 塩川 華音    

複２  ( 2) 15- 1 (0 )
大 城  あすか 新垣 はるき  
開始時間 終了時間 

試合番号55(15B2 44)  15ﾌﾞﾛｯｸ

越 来 Ａ （ 3）―（ 0） 小禄Ｂ

      15- 7
徳 門  来 瞳  金城有那      

複１  ( 2) 15- 2 (0 )
眞喜志  仁 菜 中村美雨      
開始時間 終了時間 

      15- 2
単１ 島 袋  ひらり  ( 2) 15- 4 (0 ) 日髙ゆりな    

開始時間 終了時間 

      15- 4
金 城  あいの 坂田音緒      

複２  ( 2) 15- 6 (0 )
大 城  あすか 田仲結南      
開始時間 終了時間 

試合番号15(15B3 45)  15ﾌﾞﾛｯｸ

真志喜Ｂ （ 2）―（ 1） 小禄Ｂ

      15- 4
天久 沙織    金城有那      

複１  ( 2) 15- 9 (0 )
島袋 まどか  中村美雨      
開始時間 終了時間 

       9-15
単１ 安里 美咲     ( 0)  7-15 (2 ) 日髙ゆりな    

開始時間 終了時間 

      15-12
塩川 華音    坂田音緒      

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
新垣 はるき  田仲結南      
開始時間 終了時間 

試合番号96(16B1 46)  16ﾌﾞﾛｯｸ

安富祖Ａ （ 3）―（ 0） 伊良波Ｂ

      15- 8
谷口 夕渚    新田 みなみ  

複１  ( 2) 15- 8 (0 )
新里 美瑞姫  大城 千菜乃  
開始時間 終了時間 

      15- 6
単１ 波照間 笑舞   ( 2) 15- 8 (0 ) 宮良 沙蘭    

開始時間 終了時間 

      15- 5
照屋 結梨奈  玉城 來周    

複２  ( 2) 15- 2 (0 )
米城 みまる  詫摩 美咲    
開始時間 終了時間 

試合番号56(16B2 47)  16ﾌﾞﾛｯｸ

安富祖Ａ （ 3）―（ 0） 寄宮Ｂ

      14-16
谷口 夕渚    古堅 笑江    

複１  ( 2) 15- 6 (1 )
新里 美瑞姫  嘉数 美咲    

      15- 6開始時間 終了時間 

      17-15
単１ 浅尾 美咲     ( 2) 10-15 (1 ) 山城 莉咲    

      15- 8開始時間 終了時間 

      15- 0
照屋 結梨奈  山城 あまね  

複２  ( 2) 15- 4 (0 )
米城 みまる  新城 夏帆    
開始時間 終了時間 

試合番号16(16B3 48)  16ﾌﾞﾛｯｸ

寄宮Ｂ （ 2）―（ 1） 伊良波Ｂ

      20-19
古堅 笑江    赤嶺 妃香    

複１  ( 2) 15-13 (0 )
嘉数 美咲    大城 琴      
開始時間 終了時間 

      13-15
単１ 山城 莉咲     ( 2) 15-7  (1 ) 大城 千菜乃  

      15-9開始時間 終了時間 

       5-15
平良 すみれ  宮良 沙蘭    

複２  ( 0)  5-15 (2 )
友寄 光稀    詫摩 美咲    
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号97(17B1 49)  17ﾌﾞﾛｯｸ

東風平Ａ （ 3）―（ 0） 西原Ａ

      15- 3
上門 セレナ  翁長 華凛    

複１  ( 2) 15- 5 (0 )
金城 舞桜    小波津 穂乃花
開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 北川 羽菜     ( 2) 15-11 (0 ) 玉城 愛麗    

開始時間 終了時間 

      15- 8
内間 千宏    東江 優杏    

複２  ( 2) 15-13 (0 )
仲里 砂星    上江州 珠里  
開始時間 終了時間 

試合番号57(17B2 50)  17ﾌﾞﾛｯｸ

東風平Ａ （ 3）―（ 0） 上山Ｂ

      15- 5
上門 セレナ  秋重 優里    

複１  ( 2) 15- 7 (0 )
金城 舞桜    徳門 莉子    
開始時間 終了時間 

      15- 4
単１ 北川 羽菜     ( 2) 15- 4 (0 ) 伊波 椿      

開始時間 終了時間 

      15- 8
内間 千宏    佐久川 舞子  

複２  ( 2) 15- 5 (0 )
仲里 砂星    友利 苺花    
開始時間 終了時間 

試合番号17(17B3 51)  17ﾌﾞﾛｯｸ

西原Ａ （ 3）―（ 0） 上山Ｂ

      15- 9
小波津 穂乃花 秋重 優里    

複１  ( 2) 15- 6 (0 )
玉城 愛麗    徳門 莉子    
開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 上江州 珠里   ( 2) 15- 5 (0 ) 和田 月      

開始時間 終了時間 

      15-13
糸数 りお    佐久川 舞子  

複２  ( 2) 15-11 (0 )
新城 日菜里  友利 苺花    
開始時間 終了時間 

試合番号98(18B1 52)  18ﾌﾞﾛｯｸ

豊見城Ａ （ 3）―（ 0） 真和志Ａ

      15-10
名幸 唯寧    東海林愛夏    

複１  ( 2) 15- 7 (0 )
津波古 小絵  當眞菜々美    
開始時間 終了時間 

      15- 6
単１ 眞栄里 日菜   ( 2) 15- 1 (0 ) 中村涼        

開始時間 終了時間 

      15- 9
髙良 桃子    根間帆乃香    

複２  ( 2) 15- 3 (0 )
我如古 凜々  糸数梨乙菜    
開始時間 終了時間 

試合番号58(18B2 53)  18ﾌﾞﾛｯｸ

豊見城Ａ （ 3）―（ 0） 中城Ｂ

      15- 9
名幸 唯寧    小林 愛花    

複１  ( 2) 15- 4 (0 )
津波古 小絵  張世 稟唯亜  
開始時間 終了時間 

       0- ｷ
棄権単１ 眞栄里 日菜   ( 2)       (ｷ )
棄権

金城 鈴      

開始時間 終了時間 

      15- 3
蓑島 実南    比嘉 瑠依菜  

複２  ( 2) 15- 8 (0 )
長嶺 利音    八木 美空    
開始時間 終了時間 

試合番号18(18B3 54)  18ﾌﾞﾛｯｸ

真和志Ａ （ 3）―（ 0） 中城Ｂ

      15-12
東海林愛夏    小林 愛花    

複１  ( 2) 15- 6 (0 )
當眞菜々美    張世 稟唯亜  
開始時間 終了時間 

       0- ｷ
棄権単１ 中村涼         ( 2)       (ｷ )
棄権

金城 鈴      

開始時間 終了時間 

      16-18
根間帆乃香    比嘉 瑠依菜  

複２  ( 2) 15-10 (1 )
糸数梨乙菜    八木 美空    

      15- 8開始時間 終了時間 

試合番号99(19B1 55)  19ﾌﾞﾛｯｸ

西原東Ａ （ 3）―（ 0） 佐敷Ｂ

      15-12
奥間 涼伊    嶺井 カレン  

複１  ( 2) 15-12 (0 )
末吉 琉愛    石川 倖子    
開始時間 終了時間 

      15- 9
単１ 比嘉 可南江   ( 2) 15- 5 (0 ) 仲村 南美    

開始時間 終了時間 

      15- 5
金城 愛花    親川 七海    

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
喜屋武 未来  平田 朱莉    
開始時間 終了時間 

試合番号59(19B2 56)  19ﾌﾞﾛｯｸ

西原東Ａ （ 3）―（ 0） 浦西Ｂ

      15- 5
奥間 涼伊    喜納 優愛    

複１  ( 2) 15- 9 (0 )
金城 愛花    神谷 理緒    
開始時間 終了時間 

      15- 7
単１ 末吉 琉愛     ( 2) 15- 2 (0 ) 幸地 梨桜    

開始時間 終了時間 

      15- 6
比嘉 可南江  田村 明花    

複２  ( 3) 15- 6 (0 )
末吉 和奈    石川 陽菜    

      15- 6開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号19(19B3 57)  19ﾌﾞﾛｯｸ

佐敷Ｂ （ 3）―（ 0） 浦西Ｂ

      15- 6
嶺井 カレン  田村 明花    

複１  ( 2) 15- 6 (0 )
石川 倖子    石川 陽菜    
開始時間 終了時間 

      17-15
単１ 前城 レラーニ  ( 2) 15-11 (0 ) 池原 美樹    

開始時間 終了時間 

      15-12
親川 七海    喜納 優愛    

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
平田 朱莉    神谷 理緒    
開始時間 終了時間 

試合番号100(20B1 58)  20ﾌﾞﾛｯｸ

仲井真Ａ （ 2）―（ 1） 西崎Ｂ

      15- 8
下地のあ      佐久本 弥音  

複１  ( 1) 13-15 (2 )
伊良部莉美    伊良波 愛華  

      11-15開始時間 終了時間 

      15- 7
単１ 東恩納麻衣     ( 2) 15-10 (0 ) 玉城 美優    

開始時間 終了時間 

      15- 8
大浜一花      真喜志 明莉  

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
川満凜        大城 うい    
開始時間 終了時間 

試合番号60(20B2 59)  20ﾌﾞﾛｯｸ

仲井真Ａ （ 3）―（ 0） 読谷Ｂ

      15-11
下地のあ      山田 莉穂    

複１  ( 2) 15- 8 (0 )
伊良部莉美    瓜生 喜海    
開始時間 終了時間 

      15- 6
単１ 東恩納麻衣     ( 2) 15- 5 (0 ) 田仲 美優    

開始時間 終了時間 

      15- 3
大浜一花      玉城 爽碧    

複２  ( 2) 15-13 (0 )
川満凜        与久田 涼佳  
開始時間 終了時間 

試合番号20(20B3 60)  20ﾌﾞﾛｯｸ

西崎Ｂ （ 3）―（ 0） 読谷Ｂ

      16-14
佐久本 弥音  山田 莉穂    

複１  ( 2) 15- 8 (0 )
伊良波 愛華  瓜生 喜海    
開始時間 終了時間 

      15- 6
単１ 赤嶺 若菜     ( 2) 15- 5 (0 ) 田仲 美優    

開始時間 終了時間 

      15-11
玉城 美優    平川 きらり  

複２  ( 2) 15-13 (0 )
大城 保乃花  奥間 由衣    
開始時間 終了時間 

試合番号101(21B1 61)  21ﾌﾞﾛｯｸ

大里Ａ （ 3）―（ 0） 興南Ａ

      15- 3
金城 和香    安里 結生    

複１  ( 2) 15- 2 (0 )
伊波 杏夏    大田 玲菜    
開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 玉城 李音     ( 2) 15- 3 (0 ) 福地 美岬    

開始時間 終了時間 

      15- 5
知念 春奈    比嘉 夢月    

複２  ( 2) 15- 4 (0 )
志喜屋 有未  浦澤 悠菜    
開始時間 終了時間 

試合番号61(21B2 62)  21ﾌﾞﾛｯｸ

大里Ａ （ 3）―（ 0） 西原Ｂ

      15- 7
知念 みらの  比嘉 璃美那  

複１  ( 2) 15- 6 (0 )
玉城 李音    髙良 青花    
開始時間 終了時間 

      15- 7
単１ 知念 春奈     ( 2) 15- 3 (0 ) 宮里 心菜    

開始時間 終了時間 

      15- 7
金城 和香    新垣 由里彩  

複２  ( 2) 15- 1 (0 )
伊波 杏夏    大城 夕奈    
開始時間 終了時間 

試合番号21(21B3 63)  21ﾌﾞﾛｯｸ

西原Ｂ （ 2）―（ 1） 興南Ａ

      15-11
宮里 心菜    比嘉 夢月    

複１  ( 2) 15-12 (0 )
野田 芽以子  上原 萌夏    
開始時間 終了時間 

      15-17
単１ 新垣 由里彩   ( 0)  9-15 (2 ) 福地 美岬    

開始時間 終了時間 

      15-10
大城 夕奈    浦澤 悠菜    

複２  ( 2) 16-14 (0 )
宮城 咲穂    伊良波 琳音  
開始時間 終了時間 

試合番号102(22B1 64)  22ﾌﾞﾛｯｸ

読谷Ａ （ 2）―（ 1） 浦西Ａ

      15- 6
崎山 葵      前田 樹梨    

複１  ( 2) 15- 3 (0 )
仲栄真 椛    新里 優奈    
開始時間 終了時間 

       9-15
単１ 新垣 華蓮     ( 0)  7-15 (2 ) 井口 佳南    

開始時間 終了時間 

      15- 5
赤嶺 笑瑠    上原 遥花    

複２  ( 2) 15-11 (0 )
仲村 俐音    伊豆味 彩香  
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号62(22B2 65)  22ﾌﾞﾛｯｸ

読谷Ａ （ 3）―（ 0） コザＢ

      15- 7
崎山 葵      仲眞 好夏    

複１  ( 2) 15- 6 (0 )
仲栄真 椛    友利 心虹    
開始時間 終了時間 

      15- 4
単１ 安里 詩恩     ( 2) 15- 6 (0 ) 島田 結野    

開始時間 終了時間 

      15- 3
赤嶺 笑瑠    玉城 杏      

複２  ( 2) 15- 1 (0 )
仲村 俐音    金城 璃子    
開始時間 終了時間 

試合番号22(22B3 66)  22ﾌﾞﾛｯｸ

浦西Ａ （ 3）―（ 0） コザＢ

      15-12
上原 遥花    仲眞 好夏    

複１  ( 2)  5-15 (1 )
伊豆味 彩香  友利 心虹    

      15-12開始時間 終了時間 

      15- 2
単１ 井口 佳南     ( 2) 15- 6 (0 ) 大城 彩裕    

開始時間 終了時間 

      15-10
奥間 玲未    玉城 杏      

複２  ( 2) 15- 8 (0 )
稲福 彩来    金城 璃子    
開始時間 終了時間 

試合番号103(23B1 67)  23ﾌﾞﾛｯｸ

渡嘉敷Ａ （ 2）―（ 1） 上山Ａ

      15- 8
玉城 明日香  平良 香帆    

複１  ( 1) 11-15 (2 )
山城 美咲    下地 礼菜    

      14-16開始時間 終了時間 

      15- 7
単１ 新垣 柚       ( 2) 15-12 (0 ) ｶｽﾄﾛ ｼﾞｬﾏｲｶ ｸﾞ

開始時間 終了時間 

      15-12
國仲 真白    田中 凜      

複２  ( 2) 15-12 (0 )
外山 心音    志多伯 真美  
開始時間 終了時間 

試合番号63(23B2 68)  23ﾌﾞﾛｯｸ

渡嘉敷Ａ （ 2）―（ 1） 北中城Ｂ

      15- 9
新垣 柚      金城 鈴      

複１  ( 2) 15- 5 (0 )
外山 心音    比嘉 瑠依菜  
開始時間 終了時間 

      12-15
単１ 國仲 真白     ( 1) 15-13 (2 ) 小林 愛花    

      13-15開始時間 終了時間 

      15- 7
玉城 明日香   0

複２  ( 2) 15-11 (0 )
山城 美咲     0
開始時間 終了時間 

試合番号23(23B3 69)  23ﾌﾞﾛｯｸ

上山Ａ （ 2）―（ 1） 北中城Ｂ

      15-17
平良 香帆    小林 愛花    

複１  ( 0) 14-16 (2 )
下地 礼菜    張世 稟唯亜  
開始時間 終了時間 

      15-12
単１ ｶｽﾄﾛ ｼﾞｬﾏｲｶ ｸﾞ  ( 2) 15- 8 (0 ) 八木 美空    

開始時間 終了時間 

      15-11
田中 凜      金城 鈴      

複２  ( 2) 20-18 (0 )
志多伯 真美  比嘉 瑠依菜  
開始時間 終了時間 

試合番号104(24B1 70)  24ﾌﾞﾛｯｸ

伊波Ａ （ 3）―（ 0） 古蔵Ｂ

      15-11
田川 星菜    下地 美音    

複１  ( 2) 15- 5 (0 )
田川 星華    呉屋 さやか  
開始時間 終了時間 

      15-13
単１ 漢那 こころ   ( 2) 15-11 (0 ) 照喜名 優寿  

開始時間 終了時間 

      10-15
川平 和愛    宮平 蘭暖    

複２  ( 2) 16-14 (1 )
新川 優音    仲本 ひなた  

      15- 8開始時間 終了時間 

試合番号64(24B2 71)  24ﾌﾞﾛｯｸ

伊波Ａ （ 3）―（ 0） 兼城Ｂ

      13-15
田川 星菜    長嶺 希      

複１  ( 2) 15- 7 (1 )
田川 星華    大城 姫奈    

      15- 6開始時間 終了時間 

      18-16
単１ 奥田良  莉緒   ( 2) 15- 9 (0 ) 長嶺 美佑    

開始時間 終了時間 

      13-15
漢那 こころ  大城 レベッカ

複２  ( 2) 19-17 (1 )
新川 優音    島袋 愛子    

      15-11開始時間 終了時間 

試合番号24(24B3 72)  24ﾌﾞﾛｯｸ

古蔵Ｂ （ 2）―（ 1） 兼城Ｂ

      19-20
宮平 蘭暖    長嶺 希      

複１  ( 0) 12-15 (2 )
仲本 ひなた  大城 姫奈    
開始時間 終了時間 

      12-15
単１ 照喜名 優寿   ( 2) 15-13 (1 ) 長嶺 美佑    

      15- 7開始時間 終了時間 

      10-15
下地 美音    大城 レベッカ

複２  ( 2) 15-10 (1 )
呉屋 さやか  島袋 愛子    

      15-11開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号105(25B1 73)  25ﾌﾞﾛｯｸ

潮平Ａ （ 2）―（ 1） 石嶺Ａ

      11-15
國吉春妃      島袋真奈      

複１  ( 0)  4-15 (2 )
呉屋ひより    与那嶺菜々    
開始時間 終了時間 

      16-14
単１ 金城向日葵     ( 2) 15-9  (0 ) 眞栄里愛佳    

開始時間 終了時間 

      15-12
奥原利佳      當真真琉      

複２  ( 2) 15-2  (0 )
上原千朋      親富祖加奈    
開始時間 終了時間 

試合番号65(25B2 74)  25ﾌﾞﾛｯｸ

石嶺Ａ （ 2）―（ 1） あげなＢ

      15-10
島袋真奈      粟國 美音    

複１  ( 2) 15- 9 (0 )
与那嶺菜々    宮里 綸      
開始時間 終了時間 

      10-15
単１ 仲本麻那       ( 0) 10-15 (2 ) 砥綿 陽菜    

開始時間 終了時間 

      15- 8
當真真琉      島原 芽依    

複２  ( 2) 15-13 (0 )
親富祖加奈    久場 琉花    
開始時間 終了時間 

試合番号25(25B3 75)  25ﾌﾞﾛｯｸ

潮平Ａ （ 3）―（ 0） あげなＢ

      15-12
國吉春妃      島原 芽依    

複１  ( 2) 15-10 (0 )
呉屋ひより    久場 琉花    
開始時間 終了時間 

      15- 8
単１ 金城向日葵     ( 2) 15- 9 (0 ) 砥綿 陽菜    

開始時間 終了時間 

      19-20
奥原利佳      粟國 美音    

複２  ( 2) 15-10 (1 )
上原千朋      宮里 綸      

      15- 8開始時間 終了時間 

試合番号106(26B1 76)  26ﾌﾞﾛｯｸ

中城Ａ （ 3）―（ 0） 小禄Ａ

      15-10
久志 明日香  新崎由芽      

複１  ( 2) 12-15 (1 )
奥田 由羽    野原碧月      

      15-13開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 新垣 海亜     ( 2) 15-12 (0 ) 宮城里彩      

開始時間 終了時間 

      15-7
吉田 七海    渡久山姫奈    

複２  ( 2) 15-3  (0 )
篠原 苺      佐藤琉華      
開始時間 終了時間 

試合番号66(26B2 77)  26ﾌﾞﾛｯｸ

南星Ｂ （ 2）―（ 1） 小禄Ａ

      12-15
勢理客 麗美  新崎由芽      

複１  ( 0) 10-15 (2 )
宮城 心咲    野原碧月      
開始時間 終了時間 

      15-11
単１ 照屋 あかり   ( 2) 15-13 (0 ) 宮城里彩      

開始時間 終了時間 

      15-8
名嘉 菜々子  渡久山姫奈    

複２  ( 2) 11-15 (1 )
東恩納寧々華  佐藤琉華      

      16-14開始時間 終了時間 

試合番号26(26B3 78)  26ﾌﾞﾛｯｸ

中城Ａ （ 3）―（ 0） 南星Ｂ

      15-12
久志 明日香  名嘉 菜々子  

複１  ( 2) 15- 6 (0 )
奥田 由羽    東恩納寧々華  
開始時間 終了時間 

      15- 6
単１ 新垣 海亜     ( 2) 15-12 (0 ) 照屋 あかり  

開始時間 終了時間 

      15- 7
吉田 七海    勢理客 麗美  

複２  ( 2) 15- 7 (0 )
糸数 彩菜    大城 なのか  
開始時間 終了時間 

試合番号107(27B1 79)  27ﾌﾞﾛｯｸ

西崎Ａ （ 3）―（ 0） 球陽Ａ

      15- 8
福元 和音    金城 望乃    

複１  ( 2) 15-12 (0 )
髙安 杏矢音  上地 恵菜    
開始時間 終了時間 

      15- 1
単１ 国吉 優梨     ( 2) 15- 8 (0 ) 田仲 紗弥    

開始時間 終了時間 

      15- 6
松田 凜奈    木村 杏南    

複２  ( 2) 15- 4 (0 )
中村 侑愛    山城 蘭紗    
開始時間 終了時間 

試合番号67(27B2 80)  27ﾌﾞﾛｯｸ

西崎Ａ （ 2）―（ 1） 仲井真Ｂ

       9-15
福元 和音    立津乃彩      

複１  ( 2) 15-12 (1 )
髙安 杏矢音  宮里新菜      

      15-10開始時間 終了時間 

      15- 7
単１ 国吉 優梨     ( 2) 15- 3 (0 ) 仲井間音羽    

開始時間 終了時間 

       6-15
隈元 りあん  大城藍礼      

複２  ( 0)  6-15 (2 )
松原 那奈    大城向日葵    
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号27(27B3 81)  27ﾌﾞﾛｯｸ

仲井真Ｂ （ 2）―（ 1） 球陽Ａ

      15-10
立津乃彩      金城 望乃    

複１  ( 2) 16-18 (1 )
宮里新菜      上地 恵菜    

      15-9開始時間 終了時間 

      13-15
単１ 仲井間音羽     ( 0) 15-17 (2 ) 田仲 紗弥    

開始時間 終了時間 

      15-6
大城藍礼      木村 杏南    

複２  ( 2) 15-4  (0 )
大城向日葵    山城 蘭紗    
開始時間 終了時間 

試合番号108(28B1 82)  28ﾌﾞﾛｯｸ

佐敷Ａ （ 2）―（ 1） 寄宮Ａ

      15-12
長嶺 舞      田港 凜      

複１  ( 2) 15- 4 (0 )
普天間 香心  屋比久 絵理奈
開始時間 終了時間 

      13-15
単１ 仲本 有寿望   ( 0)  6-15 (2 ) 兼城 未帆    

開始時間 終了時間 

      15- 9
仲本 江利菜  下地 麻純    

複２  ( 2)  9-15 (1 )
大嶺 凜花    外間 亜利沙  

      15- 8開始時間 終了時間 

試合番号68(28B2 83)  28ﾌﾞﾛｯｸ

佐敷Ａ （ 2）―（ 1） 安富祖Ｂ

      13-15
長嶺 舞      金城 未来    

複１  ( 2) 15- 4 (1 )
普天間 香心  喜名 祐水    

      16-14開始時間 終了時間 

      11-15
単１ 仲本 有寿望   ( 0)  7-15 (2 ) 渡名喜 千聖  

開始時間 終了時間 

      15- 7
仲本 江利菜  嘉納 愛音    

複２  ( 2) 12-15 (1 )
大嶺 凜花    漢那 久菜    

      17-15開始時間 終了時間 

試合番号28(28B3 84)  28ﾌﾞﾛｯｸ

安富祖Ｂ （ 2）―（ 1） 寄宮Ａ

      18-16
金城 未来    下地 麻純    

複１  ( 2) 15-10 (0 )
喜名 祐水    外間 亜利沙  
開始時間 終了時間 

      10-15
単１ 渡名喜 千聖   ( 2) 15-11 (1 ) 兼城 未帆    

      15-13開始時間 終了時間 

      12-15
嘉納 愛音    田港 凜      

複２  ( 0)  8-15 (2 )
漢那 久菜    屋比久 絵理奈
開始時間 終了時間 

試合番号109(29B1 85)  29ﾌﾞﾛｯｸ

伊良波Ａ （ 3）―（ 0） 安岡Ａ

      15-8
外間 姫奈    玉城日菜      

複１  ( 2)  8-15 (1 )
中村 くれあ  中村笑        

      15-11開始時間 終了時間 

       7-15
単１ 赤嶺 桜子     ( 2) 15-5  (1 ) 山根かれん    

      15-13開始時間 終了時間 

      11-15
砂邊 湖万紀  山形華鈴      

複２  ( 2) 15-11 (1 )
伊敷 夢愛    滝本清乃      

      15-11開始時間 終了時間 

試合番号69(29B2 86)  29ﾌﾞﾛｯｸ

安岡Ａ （ 3）―（ 0） 美東Ｂ

      15- 6
山形華鈴      ブラウン 萌音

複１  ( 2) 15- 4 (0 )
滝本清乃      杉浦 実佑    
開始時間 終了時間 

      15- 4
単１ 山根かれん     ( 2) 15- 5 (0 ) 宮里 磨央    

開始時間 終了時間 

      11-15
長本千夏      我如古 結衣  

複２  ( 2) 15- 8 (1 )
狩俣奈々未    島袋 こころ  

      15-13開始時間 終了時間 

試合番号29(29B3 87)  29ﾌﾞﾛｯｸ

伊良波Ａ （ 3）―（ 0） 美東Ｂ

      15-13
外間 姫奈    ブラウン 萌音

複１  ( 2) 15- 5 (0 )
中村 くれあ  杉浦 実佑    
開始時間 終了時間 

      15- 9
単１ 赤嶺 桜子     ( 2) 15- 9 (0 ) 宮里 磨央    

開始時間 終了時間 

      15-12
砂邊 湖万紀  我如古 結衣  

複２  ( 2) 15-10 (0 )
伊敷 夢愛    島袋 こころ  
開始時間 終了時間 

試合番号110(30B1 88)  30ﾌﾞﾛｯｸ

宮里Ａ （ 3）―（ 0） 松城Ａ

      15- 4
新崎 妃世菜  浜川舞音      

複１  ( 2) 15- 8 (0 )
伊礼 愛海    我謝琳央      
開始時間 終了時間 

      15- 4
単１ 當山 青空     ( 2) 15- 3 (0 ) 喜屋武珠衣奈  

開始時間 終了時間 

      15- 5
松川 瑚依    饒平名梨々花  

複２  ( 2) 15- 5 (0 )
宮城 文音    安仁屋妃那    
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号70(30B2 89)  30ﾌﾞﾛｯｸ

宮里Ａ （ 3）―（ 0） 具志川Ｂ

      15- 2
當山 青空    前森美楓希    

複１  ( 2) 15- 3 (0 )
志喜屋 春夏  島元沙由希    
開始時間 終了時間 

      15- 1
単１ 松川 瑚依     ( 2) 15- 4 (0 ) 松原羽音      

開始時間 終了時間 

      15- 5
伊礼 愛海    稲福彩希      

複２  ( 2) 15- 5 (0 )
幸良 琉那    喜瀬靖子      
開始時間 終了時間 

試合番号30(30B3 90)  30ﾌﾞﾛｯｸ

松城Ａ （ 3）―（ 0） 具志川Ｂ

      15- 5
浜川舞音      稲福彩希      

複１  ( 2) 15-12 (0 )
我謝琳央      喜瀬靖子      
開始時間 終了時間 

      15- 6
単１ 喜屋武珠衣奈   ( 2) 13-15 (1 ) 喜屋武恋華    

      15-10開始時間 終了時間 

      15-12
饒平名梨々花  前森美楓希    

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
安仁屋妃那    島元沙由希    
開始時間 終了時間 

試合番号111(31B1 91)  31ﾌﾞﾛｯｸ

美里Ａ （ 3）―（ 0） 石川Ｂ

      15- 4
識名 梨未    宮城 碧優嘉  

複１  ( 2) 15- 5 (0 )
中尾 華菜    安里 愛香    
開始時間 終了時間 

      15-13
単１ 與那嶺 椎菜   ( 2) 15-10 (0 ) 具志 寿々香  

開始時間 終了時間 

      15- 6
東恩納 愛来  玉城 奏葉    

複２  ( 2) 15- 3 (0 )
仲松 輝怜    松田 稔奈    
開始時間 終了時間 

試合番号71(31B2 92)  31ﾌﾞﾛｯｸ

美里Ａ （ 3）―（ 0） 神森Ｂ

      15- 6
識名 梨未    根路銘志音    

複１  ( 2) 15- 3 (0 )
中尾 華菜    伊佐花里奈    
開始時間 終了時間 

      15- 3
単１ 東恩納 愛来   ( 2) 15- 5 (0 ) 諸喜田美桜    

開始時間 終了時間 

      15- 2
仲宗根 鈴梨  與那嶺捺      

複２  ( 2) 15- 5 (0 )
與那嶺 椎菜  仲間彩美      
開始時間 終了時間 

試合番号31(31B3 93)  31ﾌﾞﾛｯｸ

石川Ｂ （ 2）―（ 1） 神森Ｂ

      15- 9
玉城 奏葉    根路銘志音    

複１  ( 2) 15- 1 (0 )
松田 稔奈    伊佐花里奈    
開始時間 終了時間 

      13-15
単１ 具志 寿々香   ( 0) 13-15 (2 ) 大城喜美日    

開始時間 終了時間 

      15- 7
宮城 碧優嘉  與那嶺捺      

複２  ( 2) 15- 9 (0 )
安里 愛香    仲間彩美      
開始時間 終了時間 

試合番号112(32B1 94)  32ﾌﾞﾛｯｸ

桑江Ａ （ 3）―（ 0） 粟国Ａ

      15-9
大浜 弥緒    糸洲 あい子  

複１  ( 2) 15-7  (0 )
知念 小楠    小谷 杏奈    
開始時間 終了時間 

      15-7
単１ 具志堅 優佳   ( 2) 15-6  (0 ) 上原 明日香  

開始時間 終了時間 

      15-1
傳道 有      新城 れあ    

複２  ( 2) 15-8  (0 )
嘉数 春花    城間 すずな  
開始時間 終了時間 

試合番号72(32B2 95)  32ﾌﾞﾛｯｸ

嘉数Ｂ （ 2）―（ 1） 粟国Ａ

      15-17
呉屋 小春    糸洲 あい子  

複１  ( 2) 15-13 (1 )
伊波 瑞菜    小谷 杏奈    

      15-10開始時間 終了時間 

      15-9
単１ 大城 夢実子   ( 2) 15-10 (0 ) 上原 明日香  

開始時間 終了時間 

       7-15
濱川 明珠    新城 れあ    

複２  ( 0) 12-15 (2 )
伊波 花音    城間 すずな  
開始時間 終了時間 

試合番号32(32B3 96)  32ﾌﾞﾛｯｸ

桑江Ａ （ 3）―（ 0） 嘉数Ｂ

      15- 8
具志堅 優佳  呉屋 小春    

複１  ( 2) 16-14 (0 )
嘉数 春花    伊波 瑞菜    
開始時間 終了時間 

      12-15
単１ 傳道 有       ( 2) 15-10 (1 ) 大城 夢実子  

      15-10開始時間 終了時間 

      15-10
大浜 弥緒    濱川 明珠    

複２  ( 2) 16-14 (0 )
知念 小楠    伊波 花音    
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号113(33B1 97)  33ﾌﾞﾛｯｸ

古堅Ａ （ 3）―（ 0） 那覇Ｂ

      15- 4
仲栄真 乙華  大浦想奈      

複１  ( 2) 15- 6 (0 )
大城 愛純    安仁屋沙紀    
開始時間 終了時間 

      15- 3
単１ 真玉橋 樹蘭   ( 2) 15- 6 (0 ) 上江洲 かほ子

開始時間 終了時間 

      15-11
仲村 千咲    宮城智華      

複２  ( 2) 15-14 (0 )
山城 由奈    津覇 ほのか  
開始時間 終了時間 

試合番号73(33B2 98)  33ﾌﾞﾛｯｸ

古堅Ａ （ 3）―（ 0） 東風平Ｂ

      15- 4
仲栄真 乙華  野原 芹巴    

複１  ( 2) 15- 9 (0 )
大城 愛純    神谷 穂乃香  
開始時間 終了時間 

      15- 7
単１ 真玉橋 樹蘭   ( 2) 15- 6 (0 ) 神谷 こころ  

開始時間 終了時間 

      15- 2
仲村 千咲    金城 穂乃花  

複２  ( 2) 15- 4 (0 )
山城 由奈    久保田 彩睦  
開始時間 終了時間 

試合番号33(33B3 99)  33ﾌﾞﾛｯｸ

東風平Ｂ （ 3）―（ 0） 那覇Ｂ

      15-10
野原 芹巴    大浦想奈      

複１  ( 2) 15-8  (0 )
神谷 穂乃香  安仁屋沙紀    
開始時間 終了時間 

      15-7
単１ 神谷 こころ   ( 2) 15-10 (0 ) 上江洲 かほ子

開始時間 終了時間 

      15-12
金城 穂乃花  宮城智華      

複２  ( 2) 15-8  (0 )
久保田 彩睦  津覇 ほのか  
開始時間 終了時間 

試合番号114(34B1 100)  34ﾌﾞﾛｯｸ

仲西Ａ （ 2）―（ 1） 長嶺Ｂ

      13-15
比嘉はるの    宜保 彩花    

複１  ( 1) 15-11 (2 )
前里春菜      渡真利 亜希奈

      10-15開始時間 終了時間 

      15- 4
単１ 上江洲花音     ( 2) 15-11 (0 ) 新垣 乃愛    

開始時間 終了時間 

      15- 9
垣花愛莉      銘苅 彩音    

複２  ( 2) 15- 3 (0 )
山城梨々華    砂川 桜華    
開始時間 終了時間 

試合番号74(34B2 101)  34ﾌﾞﾛｯｸ

仲西Ａ （ 2）―（ 1） 西原東Ｂ

       8-15
比嘉はるの    與儀 夢菜    

複１  ( 1) 15-12 (2 )
前里春菜      末吉 聖愛    

      12-15開始時間 終了時間 

      15- 5
単１ 上江洲花音     ( 2) 16-14 (0 ) 新垣 桃      

開始時間 終了時間 

      15- 9
垣花愛莉      大城 咲愛    

複２  ( 2) 15-12 (0 )
山城梨々華    新里 心乃    
開始時間 終了時間 

試合番号34(34B3 102)  34ﾌﾞﾛｯｸ

長嶺Ｂ （ 2）―（ 1） 西原東Ｂ

      15-17
宜保 彩花    與儀 夢菜    

複１  ( 2) 15-13 (1 )
渡真利 亜希奈 末吉 聖愛    

      15- 3開始時間 終了時間 

      15-17
単１ 大城 來未     ( 2) 15- 7 (1 ) 川路 瑞菜    

      15- 9開始時間 終了時間 

      16-14
銘苅 彩音    大城 咲愛    

複２  ( 1) 15-17 (2 )
新垣 乃愛    宮國 カイリ  

      10-15開始時間 終了時間 

試合番号115(35B1 103)  35ﾌﾞﾛｯｸ

与那原Ａ （ 3）―（ 0） 金城Ａ

      15- 5
山城 琉      親泊 愛真    

複１  ( 2) 15- 3 (0 )
嘉数 涼華    赤嶺 小梅    
開始時間 終了時間 

      15-13
単１ 大田 奈央     ( 2) 15- 5 (0 ) 上地 可奈乃  

開始時間 終了時間 

      15- 9
富底 梨桜    河村 宇海    

複２  ( 2)  8-15 (1 )
兼島 詩多    友知 樹里    

      15-11開始時間 終了時間 

試合番号75(35B2 104)  35ﾌﾞﾛｯｸ

与那原Ａ （ 3）―（ 0） 越 来 Ｂ

      15- 7
山城 琉      諸見里  柚音  

複１  ( 2) 15- 4 (0 )
嘉数 涼華    高江洲  海 樺 
開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 大田 奈央     ( 2) 15-11 (0 ) 端 山  舞 桜  

開始時間 終了時間 

      15- 7
富底 梨桜    仲宗根  藍 里 

複２  ( 2) 15- 8 (0 )
兼島 詩多    比屋根  一 葉 
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号35(35B3 105)  35ﾌﾞﾛｯｸ

金城Ａ （ 2）―（ 1） 越 来 Ｂ

      15- 8
親泊 愛真    諸見里  柚音  

複１  ( 2) 15-13 (0 )
赤嶺 小梅    高江洲  海 樺 
開始時間 終了時間 

      14-16
単１ 上地 可奈乃   ( 0)  5-15 (2 ) 端 山  舞 桜  

開始時間 終了時間 

      16-18
河村 宇海    普久原  茉 凛 

複２  ( 2) 15- 6 (1 )
友知 樹里    安 里  実 莉  

      15- 6開始時間 終了時間 

試合番号116(36B1 106)  36ﾌﾞﾛｯｸ

玉城Ａ （ 3）―（ 0） 首里Ｂ

      15-11
仲村 穂乃佳  普天間葉音    

複１  ( 2) 12-15 (1 )
知花 采世    玉城ひより    

      15-13開始時間 終了時間 

      15- 6
単１ 大城 愛希     ( 2) 15- 6 (0 ) 喜屋武美佑    

開始時間 終了時間 

      15- 9
城間 光      小浜千陽      

複２  ( 2) 15- 6 (0 )
知念 真由    酒井琴乃      
開始時間 終了時間 

試合番号76(36B2 107)  36ﾌﾞﾛｯｸ

玉城Ａ （ 2）―（ 1） 沖縄東Ｂ

       8-15
仲村 穂乃佳  仲眞 彩      

複１  ( 0) 10-15 (2 )
知花 采世    比嘉 杏莉    
開始時間 終了時間 

      15- 9
単１ 大城 愛希     ( 2) 15- 5 (0 ) 眞鶴 三愛    

開始時間 終了時間 

      14-16
城間 光      平良 かか    

複２  ( 2) 15- 4 (1 )
知念 真由    棚原 琉華    

      15- 4開始時間 終了時間 

試合番号36(36B3 108)  36ﾌﾞﾛｯｸ

沖縄東Ｂ （ 3）―（ 0） 首里Ｂ

      15-1
仲眞 彩      普天間葉音    

複１  ( 2) 15-6  (0 )
比嘉 杏莉    玉城ひより    
開始時間 終了時間 

      15-2
単１ 眞鶴 三愛     ( 2) 15-2  (0 ) 湧稲国梨美    

開始時間 終了時間 

      15-6
伊佐 玲花    酒井琴乃      

複２  ( 2) 15-8  (0 )
山本 花歩    新里楓音      
開始時間 終了時間 

試合番号117(37B1 109)  37ﾌﾞﾛｯｸ

宜野湾Ａ （ 3）―（ 0） 安慶田Ａ

      15- 8
末吉 遙      運天 玲央南  

複１  ( 2) 15- 3 (0 )
多和田 后    山木 喜楽    
開始時間 終了時間 

      15-11
単１ 長浜 花音     ( 2) 15-11 (0 ) 大城 佑月    

開始時間 終了時間 

      15-11
上間 花菜    玉城 愛希    

複２  ( 2) 15- 6 (0 )
平安山 楓日  川上 舞花    
開始時間 終了時間 

試合番号77(37B2 110)  37ﾌﾞﾛｯｸ

宜野湾Ａ （ 3）―（ 0） 城北Ｂ

      15- 6
末吉 遙      冨名腰 優美  

複１  ( 2) 15- 6 (0 )
多和田 后    伊集 らいむ  
開始時間 終了時間 

       7-15
単１ 長浜 花音     ( 2) 15- 2 (1 ) 城間 優咲    

      15- 9開始時間 終了時間 

      15- 8
島袋 なの    船道 朱夏    

複２  ( 2) 15- 7 (0 )
泉 ゆら      呉屋 亜美    
開始時間 終了時間 

試合番号37(37B3 111)  37ﾌﾞﾛｯｸ

安慶田Ａ （ 2）―（ 1） 城北Ｂ

      13-15
運天 玲央南  冨名腰 優美  

複１  ( 1) 15- 8 (2 )
山木 喜楽    伊集 らいむ  

      11-15開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 大城 佑月     ( 2) 15- 5 (0 ) 城間 優咲    

開始時間 終了時間 

      11-15
玉城 愛希    船道 朱夏    

複２  ( 2) 18-16 (1 )
川上 舞花    呉屋 亜美    

      15-10開始時間 終了時間 

試合番号118(38B1 112)  38ﾌﾞﾛｯｸ

喜瀬武原Ａ （ 2）―（ 1） 嘉手納Ａ

       6-15
東江 遥花    仲本 叶愛    

複１  ( 0)  7-15 (2 )
外間 こころ  仲村渠 妃乃  
開始時間 終了時間 

      15- 3
単１ 外間 しおん   ( 2) 15- 2 (0 ) 渡久地 佳凜  

開始時間 終了時間 

      15- 6
外間 琳      兼次 ひな    

複２  ( 2) 15- 6 (0 )
比嘉 瑠伊    麓 李里      
開始時間 終了時間 
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団体戦
試合番号78(38B2 113)  38ﾌﾞﾛｯｸ

喜瀬武原Ａ （ 2）―（ 1） 浦添Ｂ

       8-15
東江 遥花    福原 愛佳    

複１  ( 0)  4-15 (2 )
外間 こころ  成田 みずな  
開始時間 終了時間 

       0- ｷ
棄権単１ 外間 しおん   ( 2)       (ｷ )
棄権

喜屋武 充希  

開始時間 終了時間 

      15- 6
外間 琳      宮城 蓮華    

複２  ( 2) 15- 7 (0 )
比嘉 瑠伊    藤村 香月    
開始時間 終了時間 

試合番号38(38B3 114)  38ﾌﾞﾛｯｸ

嘉手納Ａ （ 2）―（ 1） 浦添Ｂ

      15-13
仲本 叶愛    福原 愛佳    

複１  ( 2) 15- 7 (0 )
仲村渠 妃乃  成田 みずな  
開始時間 終了時間 

      15-11
単１ 渡久地 佳凜   ( 2) 15-13 (0 ) 喜屋武 充希  

開始時間 終了時間 

      11-15
兼次 ひな    二木 向日葵  

複２  ( 0) 13-15 (2 )
麓 李里      喜瀬 菜々子  
開始時間 終了時間 

試合番号119(39B1 115)  39ﾌﾞﾛｯｸ

南風原Ｂ （ 3）―（ 0） 真志喜Ａ

      13-15
照屋 陽      宮城 菜々子  

複１  ( 2) 15-7  (1 )
知念 まりの  又吉 七海    

      15-13開始時間 終了時間 

      15-10
単１ 仲田 愛弥     ( 2) 15-0  (0 ) 渡嘉敷 涼風  

開始時間 終了時間 

      15-11
比嘉 日菜多  宮平 奈々    

複２  ( 2) 19-17 (0 )
國頭 真央    平田 結      
開始時間 終了時間 

試合番号79(39B2 116)  39ﾌﾞﾛｯｸ

真志喜Ａ （ 3）―（ 0） 鏡原Ｂ

      16-14
宮城 菜々子  新垣紗久      

複１  ( 2) 15- 7 (0 )
下地 梨緒    翁長愛佳      
開始時間 終了時間 

       9-15
単１ 又吉 七海     ( 2) 15- 5 (1 ) 金城心寧      

      16-14開始時間 終了時間 

      15- 9
宮平 奈々    泉 杏樹      

複２  ( 2) 15- 8 (0 )
平田 結      上原未羽      
開始時間 終了時間 

試合番号39(39B3 117)  39ﾌﾞﾛｯｸ

南風原Ｂ （ 3）―（ 0） 鏡原Ｂ

      15-13
照屋 陽      新垣紗久      

複１  ( 2) 15- 5 (0 )
知念 まりの  翁長愛佳      
開始時間 終了時間 

      15- 9
単１ 岡 美咲       ( 2) 15-11 (0 ) 金城心寧      

開始時間 終了時間 

      17-15
比嘉 日菜多  泉 杏樹      

複２  ( 2) 15- 8 (0 )
國頭 真央    上原未羽      
開始時間 終了時間 

試合番号120(40B1 118)  40ﾌﾞﾛｯｸ

松島Ａ （ 3）―（ 0） 普天間Ｂ

      15- 8
与那覇結菜    仲村 穂夏    

複１  ( 2) 15-12 (0 )
小禄杏凜      花城 聖来    
開始時間 終了時間 

      15-12
単１ 伊佐結愛       ( 2) 11-15 (1 ) 川満 玲寧    

      15- 9開始時間 終了時間 

       8-15
与儀英里圭    根間 新菜    

複２  ( 2) 15-12 (1 )
玉城詩音      新垣 乃々香  

      15-10開始時間 終了時間 

試合番号80(40B2 119)  40ﾌﾞﾛｯｸ

松島Ａ （ 3）―（ 0） 豊見城Ｂ

      15- 6
与那覇結菜    下地 菜愛    

複１  ( 2) 15-12 (0 )
小禄杏凜      宮平 優奈    
開始時間 終了時間 

      15- 6
単１ 伊佐結愛       ( 2) 15- 5 (0 ) 玉城 ゆりあ  

開始時間 終了時間 

      15- 9
手登根姫菜    金城 遼      

複２  ( 2) 15-10 (0 )
岸本真緒      名嘉原 里彩  
開始時間 終了時間 

試合番号40(40B3 120)  40ﾌﾞﾛｯｸ

豊見城Ｂ （ 2）―（ 1） 普天間Ｂ

      10-15
下地 菜愛    根間 新菜    

複１  ( 2) 15-8  (1 )
宮平 優奈    新垣 乃々香  

      18-16開始時間 終了時間 

       6-15
単１ 玉城 ゆりあ   ( 0)  8-15 (2 ) 川満 玲寧    

開始時間 終了時間 

      15-12
渡久地 凜音  仲村 穂夏    

複２  ( 2) 14-16 (1 )
佐久川 愛莉  花城 聖来    

      19-17開始時間 終了時間 


