
チーム名 代表 2 3 4

選手名 佐久田 琉音 下田 登志響 仲宗根 朱門 高江洲 温季

所属 山内中学校 山内中学校 山内中学校 山内中学校

選手名 森谷 良成 新垣 陽彩 呉屋 晴智 佐藤 暖

所属 興南中学校 興南中学校 興南中学校 興南中学校

選手名 大城 辰紀 渡嘉敷 昭斗 比嘉 輝星 當山 陽太

所属 古蔵中学校 古蔵中学校 古蔵中学校 古蔵中学校

選手名 宮城 圭 伊舎堂 匠 門脇 大翔 原国 翔

所属 首里中 首里中 首里中 首里中

選手名 大城 友希 仲村 海斗 松井 右佑 嘉陽 央佑

所属 美里中学校 美里中学校 美里中学校 美里中学校

選手名 加治佐 正稀 友寄 ひかる 調整中 調整中

所属 TCμ TCμ

選手名 入福濱 究門 松尾 朝陽 石原 航太 石川 蒼汰

所属 首里中学校 首里中学校 首里中学校 首里中学校

選手名 仲西 彩人 外間 飛向 新垣 春樹 稲福 悠太

所属 仲井真中学校 仲井真中学校 仲井真中学校 仲井真中学校

選手名 原田 幹太郎 吉田 六希 東恩納 逞 外間 俐紀

所属 安岡中学校 安岡中学校 安岡中学校 安岡中学校

選手名 石川 裕陽 北村 ジョー 神谷 琉斗 野間 伊織

所属 Rise TC Rise TC Rise TC Rise TC

選手名 嘉味田 丞 濱元 琉久 石川 純 羽根 志祐

所属 真志喜中学校 真志喜中学校 真志喜中学校 TAGテニスアカデミー

選手名 伊佐 大生 赤嶺　壮汰 田口 大輔 片岡 響

所属 潮平中学校 潮平中学校 潮平中学校 潮平中学校

選手名 前泊 慎達 安室 魁飛 金城 旦 古堅 翔也

所属 BCテニスクラブ 小禄少年団 BCテニスクラブ BCテニスクラブ

選手名 与那嶺 篤志 立津 洸陽 平田 大湾 一志

所属 宮里中学校 宮里中学校 宮里中学校 宮里中学校

選手名 新川 善弥 大湾　一志 山入端 暖 福地 友直

所属 宮里中学校 宮里中学校 宮里中学校 宮里中学校

選手名 新垣 未来 安里 若竜 狩俣 秀百 又吉 慶次郎

所属 宮里中学校 宮里中学校 宮里中学校 宮里中学校

お申し込みの「チーム名」・「メンバー名」・「所属」など誤記および変更がある場合は確認メールのアドレスへご連絡ください。

お申し込みされたにも関わらずエントリーリストにない場合ご連絡ください。(098-943-3288：アジャ アーバンアリーナ)

健康情報管理システムについて、システム上の都合にてエントリーできない場合は学校等に提出の体温管理シートのコピーをお持ちください。

沖縄ジュニアオープン　ビギナーズシリーズ　～第1回　小学生＆中学生団体戦～

エントリーリスト（男子の部）

お申し込みの「チーム名」・「メンバー名」・「所属」など誤記および変更がある場合は確認メールのアドレスへご連絡ください。

14 宮里中学校A

15 宮里中学校B

16 宮里中学校C

11 チームＲＩＴ’ｓ

12 潮平中学校

13 BCプラス１

8 仲井真中A

9 安岡中学校

10 Rise jr. niños

山内中1

2 興南中 男子テニス部

3 古蔵中YKAT

7 首里中①

4 チームラキラキ

5 MST

6 チーム58
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選手名 松原 加奈 大城 愛夏 眞榮城 由奈 加治屋 ゆめ

所属 安岡中学校 安岡中学校 安岡中学校 安岡中学校

選手名 儀武 陽音 伊是名 結衣 西石垣 妃晶 西原 沙季

所属 浦添中学校 浦添中学校 浦添中学校 浦添中学校

選手名 仲村 文 多嘉山 優咲 阿波根 茉莉 高江洲 希

所属 浦添中学校 浦添中学校 浦添中学校 浦添中学校

選手名 眞喜志 絢香 玉城 美裕 大城 夕理花 稲嶺 夏音

所属 美里中学校 美里中学校 美里中学校 美里中学校

選手名 島袋 柑奈 奥平 恵玲奈 今城 碧衣 石川 莉乃

所属 美里中学校 美里中学校 美里中学校 美里中学校

選手名 山内 俐采 山下 美佑 上原 早環寧 山城 愛來

所属 山内中学校 女子テニス部 山内中学校 女子テニス部 山内中学校 女子テニス部 山内中学校 女子テニス部

選手名 比嘉 結愛 目差 利瑛菜 内間 梨 仲井間 藍未

所属 宮里中学校 宮里中学校 宮里中学校 宮里中学校

選手名 花城 美陽 新垣 小麦 上原 真衣 又吉 紅葉

所属 鏡原中学校 鏡原中学校 鏡原中学校 鏡原中学校

選手名 片桐 一花 一丸 結愛 須永 恵衣 奥原 日和

所属 TCμ TCμ TCμ TCμ

選手名 門前 風月 佐藤 咲菜 名嘉 心花 當間 咲月

所属 伊良波中学校 伊良波中学校 伊良波中学校 伊良波中学校

選手名 永山 花奏 上原 ノア 大城 美桜 伊佐 美優

所属 南風原中 南風原中 南風原中 南風原中

選手名 大濱 志緒 幸森 芽依 上原 歌乃 照屋 優鈴

所属 南風原中 南風原中 南風原中 南風原中

沖縄ジュニアオープン　ビギナーズシリーズ　～第1回　小学生＆中学生団体戦～

エントリーリスト（女子の部）

1 安岡中学校女子テニス部

2 浦添中A

3 浦添中B

4 美里中学校 女子テニス部１

5 美里中学校 女子テニス部２

6 やまうち

7 宮里中学校

8 サモ・ハン・キンポー

9 名探偵KONAN

10 伊良波中学校

11 南風原中1

12 南風原中2

お申し込みの「チーム名」・「メンバー名」・「所属」など誤記および変更がある場合は確認メールのアドレスへご連絡ください。

お申し込みされたにも関わらずエントリーリストにない場合ご連絡ください。(098-943-3288：アジャ アーバンアリーナ)

健康情報管理システムについて、システム上の都合にてエントリーできない場合は学校等に提出の体温管理シートのコピーをお持ちください。


