
2011年度 兵庫沖縄友愛提携推進事業

□「第7回 島田叡杯」団体戦 記録、報告書

兵庫・沖縄ジュニアテニス交流試合「島田叡杯」

沖縄県テニス協会と兵庫県テニス協会は 2005 年より、沖縄県内で両県の中学・高校のジュニア代表選手に

よる合同練習と交流試合を行っています。2006 年 1 月には、正式に兵庫沖縄友愛提携推進事業として実施す

る協定が沖縄県庁にて結ばれました。その際に交流試合優勝チームに両県民有志の募金で制作された｢島田叡

杯｣を贈呈し、高校野球と同様に両県の青少年の友好親善、競技レベル向上とスポーツ精神育成を継続して図っ

ていくことになりました。同時に、両県の友愛提携のはじまりを築いてくださった島田叡（しまだ あきら）

さんのことを、末永く語り継ぎたいと思います。

兵庫県神戸出身の島田叡さんは、戦時下最後の沖縄県知事として、昭和２０年１月３１日に前任の知事が公

務を理由に沖縄に帰らなかった後任として、死を覚悟して沖縄に赴任しました。着任後は１人でも多くの人々

を救うために、県民の疎開や台湾に渡航して食料確保の折衝などに精力的に取り組みました。しかし、僅か半

年足らずの６月２２日に激戦地の南部摩文仁の丘で行方不明となりました。本土復帰の年から島田叡さんの意

志を受け継ぎ「いちゃりばちょーでぇー ＝ 出会えば兄弟」の精神で沖縄と兵庫の友愛県の提携が実現しま

した。以後、兵庫県民の募金で贈られた沖縄兵庫友愛スポーツセンター体育館などを利用して青少年代表によ

る沖縄と兵庫の相互交流が続けられることになりました。

島田叡杯交流試合のメンバーとして選ばれた選手は、兵庫県の親善大使として沖縄県選手たちとのテニスと

心の交流を通じて、両県の友愛事業の一翼を担って欲しいと願っています。

セルリアンブルーをバックに、波の形をデザインした兵庫県の「兵」を白く抜き、南北を海に接した

県の姿を象徴する。県花：ノジギク（野地菊）県木：クスノキ 県鳥：コウノトリ

白い円は沖縄県の頭文字「Ｏ」を図案化したもので、沖縄を表現するとともに人の和を強調する。外の赤い円は海洋を表わす。

また、内の赤い円は動的に、そしてグローバルに伸びゆく県の発展性を象徴しいわば「海洋」「平和」「発展」のシンボルで

ある。県花：デイゴ 県木：リュウキュウマツ 県鳥：ノグチゲラ



行 程

日次 月日（曜日） 行 程 宿泊地

１ １／４（水）

伊丹空港 那覇空港 漫湖公園テニスコート

10:20 12:35 13:00 13：30（昼食後、開始式）

（ANA433便予定） （合同練習）

２ １／５（木） 奥武山テニスコート 合同練習／対抗試合／講習会

３ １／６（金）

沖縄国際ユースホステル

〒900-0026

那覇市奥武山５１

ＴＥＬ：098-857-0073

ＦＡＸ：098-859-3567

４ １／７（土）

奥武山テニスコートにて 島田叡杯／交流試合 ホテルニューおきなわ

那覇市松尾１－4－5

℡ 098-867-7200

５ １／８（日）

宿舎 那覇空港 伊丹空港

8：00 研 修 11:30 12:25（ANA434便予定）14:15

2011年度 兵庫・沖縄ジュニアテニス交流会 参加者

分 掌 氏 名 所 属 役 職

団 長 坂本 達雄 県協会 県テニス協会会長

総 務 梶本 輝昭 加古川市テニス協会 加古川市テニス協会副会長

男子監督・総務 上口 兼治 ベルテニスフィールド 県テニス協会ジュニア委員
引 率

女子監督・庶務 戸高 貞奈 人丸TC テニスクラブコーチ

年 齢 性 別 氏 名 所 属 氏名 所 属

男子 細川 和希 相生学院高 西村 顕人 関西学院高
17歳

女子 森田 恵美 神戸甲北高 観音堂 万友 相生学院高

男子 山下 晶平 ＩＴＣ 福嶋 航大 宝塚T.CO
15歳

女子 藤本 玲穂 相生学院高 谷村 颯貴 Toy.T.A.

男子 平川 暉人 トップラン 師玉 真志 g.d.o
13歳

女子 河合 麻央 人丸TC 堺 愛結 トップラン
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梶本 輝昭（加古川市テニス協会副会長）

今回、沖縄・兵庫ジュニアテニス交流遠征に参加させて頂き有難うございました。

12 月 9 日沖縄遠征壮行会が行われ、事前説明では沖縄は暖かく、ショートパンツに半そでトレーニングシャ

ツを多く持参するように・・・の説明がありましたが、いざ沖縄到着すると、例年とは打って変わり 13 度という

寒さ。夕食時は仕舞い込んだコートを出すありさまでした。しかし、日を増すごとに暖かさが戻り、天候不順の

中にも快適さが増しました。

１月４日から８日までの沖縄合宿生活でしたが、６時起床、半から散歩、体操、ダッシュの繰り返しで完全に

目を覚まし、７時半からの朝食、９時からのウォーミングアップに続き 10 時からの対抗戦が連日行われまし

た。

１月６日には、メインイベントである島田叡杯が行われ、17 歳、15 歳、13 歳の各男女がダブルス１、シングル

ス２で対戦し、18 ポイントで対戦しました。結果は 14 勝 4 敗で勝利を収めましたが、ファイナルゲームにもつ

れ込んだもの、苦戦を強いられたゲームが多く、着実に沖縄レベルが上がっていることを物語っていました。

結果報告で勝った・負けたに加え、良かった点、まずかった点の、自己分析しての報告も良かった。

テニスを問わず、思い通り良結果にスムーズに進むことは珍しい。試合の中でどのように戦うか葛藤しながら

進行しているが、失敗も当然ある。しかし、失敗も財産。その中から強気の攻めが生まれるのでは？悪い流

れの時どうしのぐか一息入れてほしい。

今回の遠征で兵庫チームの行動に対し、一番大切な挨拶は最初心配したが徐々に活発になり安心した。

統制について、言われたことに対し素早く動く行動は、沖縄チームも兵庫チームも良かった。お陰で最終日短

時間の観光時も時間をきちっと守り、坂本会長ガイドの機転で観光場所も増やすことが出来有難かった。

沖縄・兵庫友好の歴史についても、兵庫県出身の島田叡さんの貢献、沖縄返還時有志からの寄付金で建

造された体育館。今は老朽化して駐車場に様変わりしているが、「兵庫・沖縄友好の証」として立派な祈念碑

が建立されている。如何に兵庫と沖縄が関わり深いか、本大会を通して語り継がれた。

沖縄遠征に際し、兵庫県テニス協会から遠征推薦、用意周到なスケジュール表等の準備、そして、坂本会長

と御一緒させて頂き、身に余る対応をして頂いた沖縄県テニス協会の皆さまに感謝、お礼申し上げます。
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上口 兼治（Bell・Tennis・Field）

私にとって、この沖縄遠征の引率（男子チーム監督）の役割は、突然にやってきました。

「この寒い時期に沖縄にいける」と、一瞬…？ 浮かれた自分もいましたが、「仕事、仕事」と自分の浮かれた

気持ちを戒めました。 また、事前に行われた壮行会で、選手達が説明を受けた、「代表の立場と遠征の目

的」それは、当然私にも同じ事を意味し、「自覚と責任」を与えられました。

１月４日、少し不安そうな保護者の方に見送られた選手たちは、全く平然とした感じで出発しました。

沖縄は、遠く感じるだけで、とても近く、２時間もすれば到着しました。 沖縄の方に温かく迎えて頂きましたが、

期待していた沖縄の太陽の姿は無く、着いて一番の感想は、「寒い」。兵庫県のメンバーは皆、「説明会で、

半袖でいけるって言ったやん・・・」そう思ったに違いありません。 沖縄の今年度最低気温１３℃、そんな中、

初日のダブルス練習試合は始まりました。 兵庫県チームの感想としては、内容も結果も散々だったのでは

ないでしょうか・・・。 二日後の「島田杯」が心配になる、私でしたが、選手たちからは「本番は大丈夫っす！」

と声が返ってきます。なにせ、百戦錬磨のメンバーでしょうから、その言葉を信じてみましょう。

１月５日、この日は「プレ島田杯」と称して、沖縄チームの３番手・４番手のメンバーと試合をしました。 どの

試合も接戦になることが多く、沖縄県のレベルの高さを感じました。

１月６日は本番、第６回島田杯の始まりです。 試合の途中、突然の爆音に兵庫県選手は、プレーを止めて

空を見上げます。 戦闘機が飛んでいくのです。 送迎のバスから見えた、アメリカ軍基地・頭の上には戦闘

機、前日のＤＶＤで、戦争や島田叡さんの事を学んだ選手達には、もう沖縄は、リゾート地としてのイメージだ

けでは無くなっていたと思います。 試合の結果は、１４勝４敗で兵庫県が勝ちました。

まさに言葉通り、特に１８歳以下男子は、今までとは、気持ちの入り方も違い、動きも早く、ボールの勢いも変

わりました。 本人達の、そして、兵庫県のプライドを見せ付けたかのような試合内容でした。

その夜、交流会としてバーベキューを用意して頂き、沖縄の選手は全員楽天トレーナーで参加してくれました。

一人一人のスピーチでは、沖縄県選手の方が、恥ずかしがり、緊張していたようです。 兵庫は関西らしく、

最後には「落ち」も「笑い」も付いてきます。 （内容もしっかりしていました）

１月７日には、いちゃりばちょうでー杯、カテゴリー制限無しのトーナメントが開催されました。 ここで感心し

たのは１６歳以下男子の二人です。 ともに、自分より年齢の高い選手に敗れたのですが、「しょうがない」と

いう感想がありません。 負けたことの悔しさと真っ直ぐに向き合う姿勢に感動しました。

全ての選手に共通して、毎試合ごとに、結果報告があり、アドバイスを聞く姿勢が備わっていたのは、日頃

からの先生・ホームコーチ・保護者の方の指導があってこそだと思います。

１月８日最終日、午前中に「ひめゆりの塔」「沖縄ワールド」「琉球ガラス村」の観光を予定以上にスムーズ

に終えて、空港で見送って頂いたのは、ずっと温かく接してして頂いた沖縄県テニス協会の方々と、この遠征

で、初めて顔を出した、沖縄の暖かい太陽でした。 貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございま

した。
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戸髙 貞奈（人丸テニスクラブコーチ）

2011 年 12 月 9日（金） 結団式

明石生涯学習センター「アスピア明石」にて、フィリピン遠征参加者とともに結団式を行いました。遠征の説明

会の後、合同壮行会として一人ずつ自己紹介や決意表明をし、しっかりした意思を持った選手ばかりで楽し

みな遠征になると感じました。

2012 年 1月 4日（水）

神戸空港は思ったより空いていて、選手らも余裕をもって来ていたので早め早めに動くことが出来ました。去

年と同様、飛行機の到着の遅れから離陸が約 20 分遅れましたが無事那覇空港に到着しました。

那覇空港で先生や選手の方の温かな歓迎を受けバスまで歩きました。予想と反し、風が強くて寒さに一同驚

いていました。空港からバスで直接、漫古公園テニスコートへ移動し、全員でお昼をとり開始式の後、年齢別

のダブルス交流試合を行いました。飛行機の疲れを感じている選手や、久しぶりに練習をする選手もいて、

少し体が重い印象を受けました。この日の気温は 14℃で、沖縄の最低気温で風も強く、体感温度はもっと低

く、あまり天候は良くありませんでした。沖縄・兵庫県共にクールダウンを行い、沖縄国際ユースホステルに

向かいました。

2012 月 1月 5日（木）

朝 6 時半から散歩・体操・朝礼。雨がいつ降り出すかというような空模様でしたが、朝食の後、徒歩で奥武山

テニスコートまで移動しました。小雨の中、シングルスで相手を変えて2試合行いました。天気は良くありませ

んでしたが、それでも兵庫の寒さとは比べものにならないほどで、選手は徐々に上着を脱ぎ汗を流していまし

た。初日より選手たちの動きも良くなってきて、いい形でポイントを取る場面を見ることが出来ました。

午後からはアメアスポーツ講習会が開かれ、沖縄・兵庫の両選手とも真剣な眼差しで講師の方の話に耳を

傾けていました。グリーンボールでコントロールを意識した練習メニューに、両県の選手混ざって一生懸命取

り組む姿が印象的でした。

１７：００頃ユースホステルに戻り、夕食を食べた後に DVD『沖縄県知事・島田叡』を観ました。兵庫県出身で

ある島田氏の、戦時下に関わらず沖縄に尽くした功績や人柄に加え、沖縄県と兵庫県の交流に至る経緯を

学びました。

2012 年 1月 6日（金）

朝 6時半から散歩・体操。朝食の後、徒歩で奥武山テニスコートに移動し、男女共ダブルス 3試合、シングル

ス 6 試合、合計 18 ポイントで競う島田杯がいよいよ始まりました。タイブレークやファイナルセットにまでもつ

れ込む激戦が多々ありました。しかし、兵庫県チームの競った時の大事なポイントをしっかり頭を使ってもぎ

取り、14 勝 4 敗で勝利しました。

夜ご飯は、雨が降っていた為駐車場で沖縄・兵庫両チームでバーベキューをしました。両県年齢も性別も関

係なくテーブルに座り、さらに交流を深めていました。どのテーブルも会話が弾み、大変楽しい夕食となりまし

た。また一人一人が行ったスピーチでは、今後の練習に活かしていきたいという内容のものが多く、今後の

両チームの選手の成長に期待したいと感じました。表彰式では優勝杯とともに、選手だけでなく我々兵庫スタ

ッフも、琉球ガラスで作られたとっても素敵なメダルを頂き、とても感動しました。家に飾っておきたいと思いま

す。

2012 年 1月 7日（土）

昨日の雨が続いており、朝の散歩ができませんでした。駐車場で体操を行いました。小雨の中、奥武山テニ

スコートまで移動しました。最終日は年齢を越えたオープンの個人戦『いちゃりばちょーでぇー杯』が開催され

ました。沖縄の言葉で「いちゃりばちょーでぇー」＝「出会えば兄弟」、という意味だそうです。遠征中一番の雨

が降る中、沖縄チームの力強い球で攻め抜く姿が印象的でした。結果は、男女共兵庫チームの優勝となりま

した。最後に沖縄、兵庫男子女子混ぜてミックスダブルスを楽しみました。

2012 年 1月 8日（日）

沖縄遠征最終日は研修で、ホテルニューおきなわを 8：00 に出発し貸し切りバスで、おきなわワールドとひめ

ゆりの塔、琉球ガラス村に向かいました。この日は一番いい天気で、沖縄で初めて太陽を見ることが出来ま

した。玉泉洞の見学、ひめゆりの塔の見学、特産物に触れることで沖縄の文化、歴史を学習しました。ぎりぎ

りの時間で回りましたが、予定通りに那覇空港に到着できました。空港には沖縄県スタッフの方々がお見送

りに来てくださっていました。全員でお礼を言いお別れをしました。飛行機内は全員疲れている様子でした。

予定通りに神戸空港に着き、解散式を行い５日間の沖縄遠征終了しました。
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終わりに

今回の遠征でお世話になった沖縄県スタッフの皆様、そして兵庫県スタッフの皆様、本当にありがとうござい

ました。この遠征に参加する機会を与えて頂いたことに、とても感謝しております。参加させて頂いたことで得

たことは大変大きく、またとても恵まれたものであったと感じています。この時期にアップに時間をかけずに体

が温まり、すぐにプレーし多くの試合が出来たことはもちろん、各自の課題を見出し、技術面・精神面、沖縄

の歴史など、多くのことを考え学ぶことのできる５日間でした。ミーティングでもよく出てきた「感謝の気持ち」を

これからも忘れず持ち続け、両県の選手共に成長し、全国で活躍して欲しいと強く願います。またスタッフの

方と多くの情報交換ができたことは大きな収穫でありましたし、沖縄の方の熱い想いで取り組んでおられるこ

とが感じられました。これからも共に沖縄と兵庫が競い合い、手を取りながら成長していく関係が続くことを願

っています。

１７歳男子 細川 和希（相生学院高）

僕は沖縄遠征に行って良かったです。

一日目は沖縄に到着して沖縄県テニス協会の方々、ジュニアの選手に迎えて頂き、会場へと移動して交流

試合を行いました。

二日目、プレ島田杯をして、兵庫県の 18 勝 2 敗で勝つことでき、夜には、島田叡さんのビデオを見て沖縄県

と兵庫県の関係、なぜ交流をしているのか戦争後沖縄がどれだけ大変だったか、なにが起きたかがよく分か

りいい勉強になったと思います。

三日目、島田杯団体戦があり、兵庫県の 16 勝 4 敗で勝ちました。競っている試合がいくつもあってそれを勝

ち切れたのが良かったです。それと同時に多くの課題点も見つかったので自分にとってとてもプラスになる試

合になりました。

夜にはバーベキューをしました。沖縄の人たちが積極的にコミュニケーションをとってきて下さったので、最初

はコミュニケーションがしっかり取れるのか不安でしたが、徐々に自分から話しかけることもできるようになっ

て、とても楽しいバーベキューになりました。

四日目は沖縄の人との最後の交流でした。

すべてのカテゴリーが一緒にするいちゃりばちょーでー杯個人戦があり、優勝することが出来ました。昨日の

反省をいかしてプレーすることが出来たのが良かったと思います。

最終日は沖縄の歴史について鍾乳洞に入ったり、ガラス細工を見学して沖縄の文化を肌、体で感じ取れまし

た。

僕は今回キャプテンとして参加して多くの大切なことや反省しなくてはいけないことがありました。まずこの遠

征の目的は実力の強化だけではなく、一人で自立をして人に頼るのではなく何事も自分から積極的になる！

ということもあったと思います。沖縄の選手は練習前の準備や後片づけを積極的にしていました。それに比

べて兵庫の選手は動けていなかったと思います。

僕は、始めてキャプテンを経験して、まわりが見えていませんでした。でも、今回この経験が出来て良かった

と思っています。

今回の遠征では沖縄県テニス協会の方、兵庫県テニス協会の方一緒にテニスをした友達。多くのサポートが

あって終えることが出来たと思います。

そしてこの感謝の気持ちを忘れずに今回の遠征を無駄にせず何かに生かせるようにしたいと思います。最後

に引率して頂いた会長、コーチの方、ありがとうございました。



5

１７歳男子 西村 顕人（関西学院高校）

そう、あれは１０月の終わり頃だっただろうか・・・僕が沖縄遠征メンバーに選ばれたのを知らされたのは。僕

はそのことを２０１１年度の目標に掲げていたので心の底から嬉しさがこみ上げた。出発当日、僕は遠征メン

バーとしてしっかりチームに貢献できるのかといういささかの不安と南国の地沖縄へ行くという嬉しさを胸に

秘め ANA433 便に乗り込んだ。沖縄に到着。その景色は僕が思っていたものとはかけ離れていた。どんより

とした雲が沖縄の空を覆っていた。那覇空港からテニスコートまでのバスでの移動中に、いさましい光景を目

の当たりにした。有刺鉄線が張り巡らされた米軍基地である。三日目には「島田叡杯」という男女合計18ポイ

ントの団体戦が行われた。「島田叡杯」は沖縄と兵庫との友愛事業の一貫として、また島田叡さんを偲んで毎

年開催されている大会である。島田叡さんは沖縄への米軍攻撃が必至という時に沖縄県知事に赴任した方

である。そして沖縄戦の中、沖縄県民のことを一番に考え、生き残れるように努力し続けた偉大な方だ。彼は

戦争中に死を遂げたが、その遺体はまだ見つかっていない。島田杯はデッドヒートした。沖縄の選手はフット

ワークがよく、最後の最後までボールを追い続けてとてもやりにくい選手ばかりだった。しかし、気迫に関して

は兵庫チームの方が勝っていた。熱戦の末、島田叡杯は１４勝４敗で兵庫チームの勝利だった。沖縄は曇り

空が続いていたものの、体感温度は高く感じられた。プレー中に耳の鼓膜を突き破るような爆音とともに米軍

の戦闘機が沖縄の空を突き抜けていった。兵庫チームは少し戸惑い、上空を飛んでいく戦闘機を最後まで

見続けていたような気がする。しかし沖縄の選手達は何事もなかったようにパワーポジションをとっている。

何故だ？今上空には米軍の戦闘機が飛んでいるのに・・・僕たちが兵庫で見ている自衛隊の飛行機や海保

のヘリコプターとはわけが違う。戦闘機なのだ。なぜ沖縄の選手は平然としていられるのか？おそらくもう慣

れてしまったのだろう。沖縄と米国がまだ密接に関わっているということが分かった瞬間であった。最後のバ

ーベキューでは今まで話したことがなかった沖縄の選手と話すことができて、すごく良い思い出を作ることが

できた。沖縄の選手はすごく元気で、フレンドリーである。とても話しやすいし、なぜか懐かしくさえも思えた。

誰に対しても親切で、自分のことよりも他者のために尽くしている姿をみると、沖縄の人たちには島田叡さん

の精神が宿っていると感じた。この沖縄遠征を通して、テニスの技術の向上はもちろん、今日の沖縄を支え

ているといっても過言ではない島田叡さんの存在を少しだが知ることも出来て、とても充実した遠征であった。

僕たちが住む兵庫の上空には戦闘機は飛んでいないし、コートと米軍基地とが隣接しているわけでもない。

そんな恵まれてすぎている環境に僕たちは改めて感謝しなければならない。何気なくテニスをしてはいけな

いのだ。静かな環境の中でボールが打てる。それが素晴らしいことだと思うべきだ。今も普天間基地問題は

解決に至っていない。沖縄に来て初めてそれがどれほど深刻で、早期解決すべき問題であるか肌で感じた。

何か僕たちができることはないのだろうか？

最後になりましたが、正月のお忙しい時にもかかわらず僕たちの沖縄遠征に同行していただいた坂本会長、

梶本さん、遠征中に的確にコーチングしていただいた上口コーチ、戸高コーチ、そして色々と準備していただ

いた兵庫県テニス協会のスタッフの方々、沖縄チームの皆様にこの場をかりてお礼を申し上げたいと思いま

す。
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１７歳女子 森田 恵美（神戸甲北高校）

この度は、兵庫県代表として沖縄遠征に参加させていただきありがとうございました。沖縄県は、修学旅行

でも行けず、一度も行ったことのない憧れの場所でした。だから、選出していただけたときはとても嬉しく、沖

縄県に行くのを楽しみにしていました。

今回の遠征で、一番メインのイベントは、3 日目に行われた島田杯でした。説明会のときから、島田叡さん

について学び、島田杯についてのお話も聞いていましたが、私は練習試合のようなイメージを持っていまし

た。

しかし実際、沖縄の選手はミーティングをしたり、大人も含めみんなで応援していて、公式戦と同じなんだと気

づきました。また、この交流戦が始まって以来、兵庫県は負けたことがないと聞き、とてもプレッシャーでした

が、１４勝４敗で沖縄県に勝利することができました。

沖縄県の人たちに、最初はなかなか話しかけることが出来なかったけど、試合をしていくうちに、少しずつ仲

良くなることが出来ました。特に、ミックスダブルス交流会では、沖縄の選手のペアと協力してプレーし、すぐ

にうちとけることが出来ました。ポイントを決めても、ミスをしてしまっても、笑って盛り上げてくれて、とても楽

しかったです。

改めて、テニスを通じて仲良くなれることは、素敵だなと感じました。私は人見知りなので、友達ができるか不

安でしたが、沖縄の人たちは、明るくフレンドリーで、そんな不安は忘れていました。まさに、「いちゃりばちょ

ーでー」（＝出会えば兄弟）という言葉は、沖縄の人たちをピッタリ表している、優しく温かい言葉だと思いま

す。

夜には、バーベキューをしたり、一緒にお風呂に入ったりしながら、たくさんの話をしました。3 日目のバーベ

キューでせっかく、より仲良くなれたのに、次の日にはお別れでとても残念でした。でも、沖縄の人たちといつ

かまた会えたらなと思います。

いつもと違う環境でテニスをすることは新鮮で、テニスがまた楽しくなりました。こんな風にテニスができたの

も、両県のテニス協会の方々、引率の方々、コーチ、家族の支えがあったからだと思います。本当にありがと

うございました。この経験は、一生大切にしたいです。
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１７歳女子 観音堂 万友（相生学院高）

この沖縄遠征という企画に兵庫代表として参加させて頂いてとても嬉しいです。

4 泊 5日の沖縄遠征ではたくさんの経験をすることができました。

私は今回で沖縄に行くのは初めてだったのですが、沖縄は兵庫より暖かく、とてもテニスがしやすい環境で

した。その環境の中でテニスをすることは私にとって、とても恵まれていると思ったし、自分が成長できる大き

なチャンスだと思いました。沖縄の人たちとは最初は緊張してお互い話すことができませんでしたが、とても

おもしろくて優しい人たちで、3 日目の夜にあった会食のときに仲良くなる事ができました。

兵庫の人たちは会場で挨拶するだけであまり話したことはない人や、名前しか知らない人もいたけど、一緒

に食事をしたりテニスをしたりすることで仲良くなれたと思います。 1日目は森田さんとダブルスを組み、3試

合しました。森田さんにいっぱい助けられました。自分のボレーの精度の低さ、ポーチに出る回数の少なさや、

カバー力の低さを改めて実感しました。ダブルスをもっと練習してうまくなりたいと思いました。 2 日目はグリ

ーンボールでの練習と普通のボールでの試合をしました。グリーンボールでのコントロールの練習は自分に

とってとても必要な練習だと思い、考えながら 1 球 1 球を打っていくと、その後の試合でボールをよくコントロ

ールすることができました。練習の中でもっと考えながら大切にボールを打っていこうと思いました。 3 日目

は「島田杯」でした。団体戦ということもあってとても緊張しましたが使命感もあり、とてもいい緊張感の中で試

合ができたので精神的に少し成長できたような気がしました。

4 日目は「いちゃりばちょーでー杯」でした。この大会では自分のショットにどれだけ自信がないかを痛感さ

せられることになりました。この大会は全学年で行われるので 1回戦や 2 回戦は年下の子たちでした。「勝た

ないといけない」という気持ちが強くて体が強張ってしまい、自分の思うようなプレーができませんでした。優

勝することはできて嬉しかったけど、すごく課題が残った試合でした。

5 日目は観光でした。ガラス村などに行き、「島田杯」のメダルがそこでつくられたことを知り、職人さんたち

が真剣につくっている姿を見てすごく感動しました。 この遠征では自分のテニスの悪いところや良いところが

よく見えて、自分にとってとてもいい経験になりました。それに、いろんな人の協力があって私が自分の好き

なテニスができるということを強く感じました。テニスができること、いつもお世話になっている学校の先生やコ

ーチや友達に感謝しなくてはいけないと思いました。そして、いつも助けてくれたり私のことを考えてくれてい

るお父さん、お母さんに「ありがとう」の言葉を言いたいです。

沖縄の友達と別れるのは寂しかったけど、また全国大会で会うことを約束しました。それに向けて、これから

も頑張っていきたいです。 最後にお世話になった引率の方々、沖縄の方々、兵庫県テニス協会の皆さんに

心から感謝しています。本当にありがとうございました。
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1５歳以下男子 山下 晶平 （Ⅰ・Ｔ・Ｃ）

まず、同伴していただいた坂本さん、梶本さん、上口コーチ、戸田コーチ、それと選手のみなさん本当にあり

がとうございました。今回の沖縄遠征はとても楽しく充実していました。

初めての沖縄で緊張していたのですが沖縄の方達が温かく迎えてくれて、すぐに友達も出来ました。テニス

では、沖縄の人はみんなレベルが高くて、そんな沖縄の人とたくさん練習や試合が出来てよかったです。印

象に残っていることの1つにグリーンボールでラリーしたことがあります。飛ばない分思いっきり打てて普通の

ボールに戻したとき、いつも以上にしっかり打つ事が出来てとても勉強になりました。

そしていよいよ島田杯。これまでの試合は全勝でしたがどの試合もタフな試合だっただけに、とても緊張して

いました。しかし当日はとても調子がよくて結果は全勝で、チームの勝利に貢献することができたし、楽しかっ

たので良かったです。そして見事兵庫県が優勝しました。

とても嬉しかったです。次の日のいちゃりばちょーでぇー杯では、2 回戦で西村顕人君に負けてしまいました。

ずっとリードしていて、勝てそうだっただけに悔しかったけど、たくさんのことを学べたし、さすがだなと思いま

した。そしてテニスが終わり、沖縄の人とお別れで悲しかったけど、全国大会で会おうと言ってくれた人や、メ

ールをくれた人がいたので、とても嬉しかったです。夜は焼肉食べ放題とお土産を買いに行きました。男女で

仲良く出来て楽しかったです。

最終日は鍾乳洞とガラス工場を見学に行きました。どちらも初めて見る光景ばかりで凄く感動しました。終わ

ってみればあっという間でしたが、沖縄の人と試合ができたのも高校生と試合が出来たのもとても良い経験

でした。最後になりますが沖縄の方々、兵庫の方々、お世話になった皆様に感謝しています。ありがとうござ

いました。

１５歳男子 福嶋 航大 （宝塚Ｔ．ＣＯ）

僕は沖縄に行くのは２回目です。

１回目は去年の５月、修学旅行で行きました。その時の印象が良かったので今回また沖縄に行ける事をとて

も楽しみにしていました。

その時は沖縄が暖かいと、それ程感じませんでした。今回は着いてすぐは、寒いなと思ったけど、テニスを始

めるとすぐに汗が出て、兵庫と比べてやっぱり暖かいなと思いました。

２日目以降は、天気は良くなかったけど体もよく動き、快適にテニスをすることができました。

沖縄の選手はみんな明るくて、すぐに仲良くなれました。

島田杯では兵庫チーム一丸となって沖縄チームに勝つことができて嬉しかったです。個人戦のいちゃりばち

ょーでー杯では１回戦で年上の選手に負けてすごく、悔しかったけど、課題や自分に足りない所も見えたので

今後に繋げて行こうと思いました。

最終日は観光も楽しみ、沖縄での５日間はあっと言う間に終わってしまいました。

今年は高校生になるので、もっと勝負する年になると思います、２０１２年を沖縄遠征でスタートすることが

でき、今回学んだ多くの事を今後の練習や試合の中で少しでも生かせていこうと思います。最後になりました

が、沖縄遠征をサポートして下さった全ての方々に感謝します。本当にありがとうございました。
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１５歳以下女子 藤本 玲穂 （相生学院高等学校）

今回の遠征では、大変貴重な経験ができると思い、遠征メンバーに選ばれたと聞いた日からとても楽しみに

していました。

１月４日、昼過ぎに沖縄へ到着しました。着いてからはすぐコートに移動して、練習、開会式、そしてダブル

スの交流試合を行いました。この日はあまりいい試合が出来ませんでしたが、今後の課題がたくさん見つか

りました。

１月５日は、シングルのマッチ練習がメインでした。少し緊張もしましたが、いつもの攻めのテニスができ試合

も勝てたので良かったです。

１月６日は、兵庫対沖縄の団体戦島田杯が行われました。

チームのみんなの力で、今年も兵庫チームの勝利となりました。その日の夜は、兵庫・沖縄両チーム合同で

バーベキューをしました。

この時は、チーム・性別・年齢など関係なくテーブルを囲み、１人１言ずつスピーチも行い、さらに交流を深め

沖縄の方々と最後の夜を楽しむことが出来ました。

１月７日は、個人戦「いちゃりばちょーでー杯」がありました。

私は準決勝まで進みましたが、優勝できず、この悔しい気持ちを忘れずに兵庫に帰ってからもプレーしたいと

思いました。

沖縄の選手とはこの日で最後でした。別れるのは寂しかったけど、「全日本で会おうね」と言われた時、私も

沖縄のみんなに負けないようがんばろうと思いました。

そして、８月の全日本で兵庫県代表としては必ず優勝します。

１月８日、最終日は観光でした。普段触れる事の出来ない沖縄の文化に触れる事ができ、とてもいい経験

になりました。

この５日間、１日１日が本当に充実していました。そして素晴らしい経験が出来ました。

これも、坂本会長をはじめ、引率してくださった、梶本副会長、上口コーチ、戸高コーチや沖縄県テニス協会、

兵庫県テニス協会の方々、沖縄のジュニア、兵庫の代表メンバー、そしていつも私のサポートをしてくれてい

る家族や先生、コーチのおかげです。本当にありがとうございました。

沖縄での５日間、一生忘れません。
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１５歳女子 谷村颯貴（ＴＯＹ ＴＡ）

今回はとても貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

なにもかもが初めてでしたので、不安もありましたが、兵庫とは違いとても暖かく、沖縄の選手の方々もとても

明るく元気ですぐに友達になりました。

初日は着くなり練習、開会式、ダブルスの試合と初戦はペースがつかめず負けましたが2試合目は自分のプ

レーができて勝つことができました。

二日目は島田杯の予行でした。初めは足が動かず最悪の立ち上がりでしたが徐々にフットワークがよくなり、

タイブレイクまでもつれる長い試合になりました。粘り強くあきらめない気持ちで勝つことができ、とてもうれし

かったです。

三日目は島田杯。自分のプレーができたと思うのですが負けてしまい悔しくてなりません。機会があればリベ

ンジしたいです。結果は 14勝 4 敗で兵庫チームが勝利しました。

四日目は「いちゃりばちょーでー杯」でした。全選手が混ざって試合となりました。1 回戦は二日目にあたった

相手と同じで、又タイブレイクになり、今度は最期まで足がもたついて踏ん張ることができず負けてしまいまし

た。

今回の沖縄遠征では多くの課題がみつかりました。慣れない土地での体調管理とモチベーション維持。フジ

カルの強化。特にフットワークは最重要課題です。そして最期は絶対に勝利するというメンタル、心の強さで

す。今後は遠征の経験を生かし日々前進してゆきたいと思います。

沖縄選手の皆さん是非、全国で会いましょう。又コートで対戦できることを楽しみにしています。本当にありが

とうございました。
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13 歳以下男子 平川 暉人 （トップラン）

今回の沖縄遠征の代表に選んでいただき、ありがとうございました。

遠征に行く前の壮行会で「兵庫県の選手から、積極的に仲良くなりにいくようにしよう」という話があり、僕は、

その事を心がけて遠征に出発しました。 沖縄の選手とは、一日目のダブルスの時ぐらいから、少しずつ話

すようになり、二日目には、すごく仲良くなれました。沖縄の選手は、みんな明るく楽しい人達でした。 島田

杯では、選手宣誓をしました。当日の開会式直前にコーチにいきなり言われたので、びっくりしました。そして、

開会式が始まると、ものすごく緊張してきました。上手く出来るか不安でしたが、何とか最後まで言えることが

出来て、よかったです。選手宣誓は、初めてだったので、とてもよい経験になりました。試合のほうは、自分が

主導権を握って試合を進めることが出来ました。試合の相手は、僕が３年生の時に東京の試合で対戦した選

手でした。僕のことを覚えていてくれたみたいで、嬉しかったです。今回の遠征で経験したことを忘れず、これ

からも頑張っていきます。

最後にお世話になったテニス協会の方々、コーチ、沖縄の選手のみなさん、兵庫チームのみなさん、五日間

ありがとうございました。

13 歳以下男子 師玉 真志 （g.d.o）

僕はこの遠征で、沖縄というとても暖かい場所でテニスができて、すごくいい経験ができたと思います。沖

縄では生憎の雨でしたが、半そで半ズボンでプレーできました。

島田杯のシングルスでは、自分のテニスができて、落ち着いてプレーでき、勝てたのでとてもうれしかったで

す。ダブルスでは１セット目を６－０で取り、２セット目も４－０でしたが、雨が降ってきて思うようにプレーがで

きず単発になってしまい、逆転されてしまいました。もっと考えて試合中に修正していれば、結果は変わって

いたと思います。１４勝４敗で兵庫が勝ちましたが、悔いのある試合でした。次の日の「いちゃりばちょーでぇ

ー杯」の１回戦では、昨日の反省を活かしミスが少ない試合ができました。２回戦は、沖縄のＵ１７の１番手の

人と対戦しました。前後左右に振り回されました。必死に走って返しましたが積極的なテニスができず、１ゲ

ームも取れませんでした。でも学ぶことがたくさんある試合でした。

この遠征でテニスの向上もできましたが、沖縄との友好が深められたので良かったです。この５日間で学ん

だことを、兵庫でも活かしていきたいです。

最後にこの遠征に参加させてくれた親、兵庫県、沖縄県テニス協会の方々、支えてくださったすべての人に

感謝しています。とても貴重な経験をさせていただきました。本当にありがとうございました。
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１３歳女子 河合 麻央（人丸ＴＣ）

今回は沖縄遠征に選んで頂き、ありがとうございました。２００６年から兵庫沖縄友愛提携推進事業として

両県の選手達がテニスの心の交流を通じて親善を深めていくことを壮行会で教えて頂き、少しでも交流を深

めたいと望みました。

初日から合同練習、ダブルスの練習試合と沖縄の選手たちと交わって過ごしました。何より印象に残った

のは、ひとつのボールで、テニスを通じて仲良くなれたことです。沖縄の方は親切で気さくで、会話が大好き

で、私たちを暖かく迎えてくれ「いちゃりばちょーでぇ＝出会えば兄弟」の精神が根付いているなと感じまし

た。

私は１３才以下の最年少の参加でした。１５才、１７才のカテゴリーの兵庫の先輩たちとの交流も貴重な体

験でした。遠征中、親切にして頂いたり、テニスの真剣な試合を見せてもらったり、一緒に研修や、食事をし

て楽しかったです。

島田叡林では、兵庫対沖縄の団体戦でした。みんなで応援し合って、結果は１４対４でした。私もシングル、

ダブルスで勝ててほっとしました。ブルーの琉球ガラスで作られたメダルを頂き兵庫の健闘を讃えて頂きまし

た。

最後になりましたが、沖縄遠征に引率してくださいました坂本会長、コーチの皆様ありがとうございました。

空港で会長に「今回はよくまとまっていて良かったよ。」と褒めて頂きました。沖縄の方たちと兵庫のメンバー

が協力して有意義な５日間を遅れた事に感謝します。皆さんありがとうございました。
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１３歳女子 堺 愛結（トップラン）

私は、この遠征で初めて沖縄に行きました。

この沖縄遠征でとても良い経験ができ、本当に感謝しています。

１日目は、沖縄に到着してすぐに、ダブルスの交流試合をしました。一試合目は、負けてしまったけれど、二

試合目は勝てて良かったです。

初めて組んだペアでしたが、楽しくできました。沖縄はとても暖かいと聞いていましたが、沖縄に着いた時は、

最低気温で、少し寒かったです。

２日目は、プレ島田杯と、講習会をしました。プレ島田杯では、シングルスで負けてしまって、とても悔しかっ

たです。講習会では、グリーンボールを使ったもので、とても自分のためになりました。

３日目は、島田杯でした。３セットマッチでした。シングルスは、１セット目をとられたけれど、逆転勝ちできまし

た。ダブルスでは１日目に、試合をして負けてしまった人で、次は負けたくないと思い接戦となりましたが、勝

つことができました。二試合とも勝つことができて、うれしかったです。

兵庫県チームが、１４勝４敗で勝ちました。今までの先輩方に引き続き勝つことができ良かったです。

４日目は、「いちゃりばちょーでぇー杯」でした。一回戦は、高校生と試合をして勝ち、二回戦は、簡単に負け

てしまいました。午後からミックスダブルスで、沖縄に人と組みました。この日で、沖縄の人たちとの交流は、

最後でした。沖縄の人と仲良くできたので、良かったです。

沖縄遠征で、得た経験を練習や試合に生かして、行きたいと思います。お世話になった皆様ありがとうござい

ました。



１４時４５分スタート １セットマッチ

17才男子
× 細川 ・西村 ２-６ 玉城 ・宮城 ○

細川 ・西村 - 久貝 ・友寄

１５才男子
○ 山下 ・福嶋 ６-４ 高江洲 ・比嘉 ×

山下 ・福嶋 - 嘉数 ・大村

１３才男子
○ 平川 ・師玉 ６-０ 崎原 ・上原 ×

平川 ・師玉 - 比嘉 ・澤岻

１７才女子
○ 森田 ・観音堂 ６-１ 牛迫 ・下里 ×
○ 森田 ・観音堂 ６-０ 牛迫 ・平田 ×

森田 ・観音堂 - 下里 ・平田

１５才女子
× 藤森 ・谷村 ３-６ 城間（安） ・下地 ○

藤森 ・谷村 - 西里 ・城間（里）

１３才女子
× 河合 ・堺 ４-６ 比嘉 ・下地 ○

河合 ・堺 - 新本 ・我那覇

兵庫県 沖縄県

ダブルス交流戦

平成２４年１月４日 漫湖コート



＊試合は１セットマッチ
男子 女子

沖縄 兵庫 沖縄 兵庫
１７才 D １７才 D

友寄 細川 下里 森田
× ３－６ ○ × １－６ ○

久貝 西村 楚南 観音堂

S１ S１

友寄 × ２－６ ○ 細川 下里 × １－６ ○ 森田

S２ S２

久貝 ○ ６－２ × 西村 楚南 × ２－６ ○ 観音堂

１５才 D １５才 D

嘉数 山下 下地 藤本
× ４－６ ○ × ０－６ ○

大村 福嶋 城間（里） 谷村

S１ S１

嘉数 × ２－６ ○ 山下 下地 × ０－６ ○ 藤本

S２ S２

大村 × １－６ ○ 福嶋 城間（里） × ６－７（５） ○ 谷村

１３才 D １３才 D

崎原 平川 新本 河合
× １－６ ○ × ３－６ ○

上原 師玉 我那覇 堺

S１ S１

崎原 × １－６ ○ 平川 新本 × ４－６ ○ 河合

S２ S２

上原 × ３－６ ○ 師玉 我那覇 ○ ６－３ × 堺

VS総合成績

[第８回沖縄・兵庫友愛交流ジュニアテニス]

プレ 島 田 杯

平成２４年１月５日 奥武山テニスコート

沖縄 兵庫

２勝 １６勝



男子

宮城 玉城 友寄 久貝 比嘉（理） 高江洲 嘉数 大村 比嘉（真） 澤岻 崎原 上原

細川 5-6 5-4

西村 6-3 2-6

山下 6-1 6-0

福嶋 6-1 6-2

平川 6-2 6-0

師玉 3-6 6-2

女子

牛迫 平田 下里 楚南 城間（安） 西里 下地（奈） 城間（里） 比嘉 下地 新本 我那覇

森田 6-2 5-4

観音堂 6-1 6-1

藤本 6-2 6-3

谷村 4-6 4-2

河合 6-1 6-2

堺 2-6 3-1

試合は1セットマッチ 1人 2試合

シングルス交流戦

平成２４年１月５日 奥武山テニスコート １０：００開始



＊試合は3セットマッチ
男子 女子

沖縄 兵庫 沖縄 兵庫
１７才 D １７才 D

宮城 細川 牛迫 森田

玉城 西村 平田 観音堂

S１ S１

宮城 細川 牛迫 森田

S２ S２

玉城 西村 平田 観音堂

１５才 D １５才 D

比嘉（理） 山下 城間（安） 藤本

高江洲 福嶋 西里 谷村

S１ S１

比嘉（理） 山下 城間（安） 藤本

S２ S２

高江洲 福嶋 西里 谷村

１３才 D １３才 D

比嘉（真） 平川 比嘉 河合

澤岻 師玉 下地 堺

S１ S１

比嘉（真） 平川 比嘉 河合

S２ S２

澤岻 師玉 下地 堺

総合成績 VS

戦績
第１回（２００６） 兵庫 第６回（２０１１） 兵庫 １３勝５敗
第２回（２００７） 兵庫 １６勝２敗 第７回（２０１２） 兵庫 １４勝４敗
第３回（２００８） 兵庫 １６勝２敗
第４回（２００９） 兵庫 １６勝２敗
第５回（２０１０） 兵庫 １７勝１敗

○
2-6
6-4
4-6

[第7回沖縄・兵庫友愛交流ジュニアテニス]

平成２４年１月６日 奥武山テニスコート １０：００開始式

第７回 島 田 杯

○ × × ○1-6
0-6

４勝 １４勝

沖縄 兵庫

○× ○ 5-7
2-6

× ○2-6
1-6

×

×

×

×× ○

× ○ ○

○ × × ○
0-6

7-6(5)
6-3

4-6
3-6

× ○ × ○1-6
3-6

4-6
6-4
3-6

×○○× 4-6
2-6

6-3
6-3

○×○× 3-6
4-6

0-6
2-6

0-6
2-6

4-6
6-3
6-3

6-3
3-6
6-2

2-6
6-0
2-6

3-6
1-6

2-6
1-6 ○



*試合は1セットマッチ

細川
6-0

大村
6-2 細川

6-0

比嘉
7-6(5)

細川
6-3

久貝
6-0

玉城
6-3

玉城
6-2

細川
6-1

宮城
6-1

宮城
6-0

師玉
6-1

西村
6-2

友寄
7-6(1)

西村
6-4

山下
6-2 西村

6-4

いちゃりばちょーでー杯＜男子シングルス＞

平成２４年１月７日（土） 奥武山テニスコート １０：００開始

崎原 永臣

玉城 翔平

福嶋 航大

上原 裕矢

高江洲 拓実

西村 顕人

細川 和希

大村 直毅

5

6

宮城 陵太

平川 喗人

比嘉 真吾

澤岻 祐太

比嘉 理斗

久貝 太一

1

2

3

4

17

18

7

8

9

10

11

12

嘉数 賢汰

山下 昌平

13

14

15

16

師玉 真志

友寄 慎之介



*試合は1セットマッチ

平川
6-2

平川
7-5

比嘉
7-5

福嶋
6-3

福嶋
6-0

福嶋
6-2

高江洲
6-4

いちゃりばちょーでー杯＜男子シングルス＞

コンソレーション

平成２４年１月７日（土） 奥武山テニスコート １０：００開始

上原 裕矢

福嶋 航大

澤岻 祐太

1

2

4

5

3 平川 喗人

18

比嘉 理斗

崎原 永臣

嘉数 賢汰

高江洲 拓実

10

11

12

13

6

7

8

9

14

15

16

17



*試合は1セットマッチ

森田
6-1

河合
6-1 森田

6-1

城間
7-6(5)

楚南
6-4

楚南
6-4

楚南
6-2

平田
6-4

観音堂
6-1

牛迫
6-2

藤本
6-3

藤本
6-1

観音堂
6-0

城間
6-0

観音堂
6-2

堺
6-2 観音堂

6-3

いちゃりばちょーでー杯＜女子シングルス＞

観音堂 万友

下里 梨紗

堺 愛結

谷村 颯貴

楚南 美波

新本 樹奈

西里 夏子

下地 奈緒

我那覇 真子

城間 安実

平田 詩乃

牛迫 玲菜

比嘉 益見

藤本 玲穂

平成２４年１月７日（土） 奥武山テニスコート １０：００開始

5

6

森田 恵美

河合 麻央

下地 奈奈

城間 里杏

1

2

3

4

17

18

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



*試合は1セットマッチ

谷村
6-3

西里
6-2

西里
6-1

西里
6-2

比嘉
7-5

我那覇
6-1

我那覇
7-5

コンソレーション

平成２４年１月７日（土） 奥武山テニスコート １０：００開始

いちゃりばちょーでー杯＜女子シングルス＞

18

6

10

11 比嘉 益見

13 下地 奈緒

1

2

3 下地 奈奈

4

5 谷村 颯貴

12

7 新本 樹奈

8 西里 夏子

9

14 我那覇 真子

15

16 下里 梨紗

17



細川 ・ 平田 玉城 ・ 下里 久貝 ・ 森田 勝率 順位

1 細川 ・ 平田 4-6 2-6 0-2 3

2 玉城 ・ 下里 6-4 6-4 2-0 1

3 久貝 ・ 森田 6-2 4-6 1-1 2

西村 ・ 楚南 宮城 ・ 牛迫 友寄 ・ 観音堂 勝率 順位

1 西村 ・ 楚南 6-4

2 宮城 ・ 牛迫 2-6

3 友寄 ・ 観音堂 4-6 6-2 1-1

山下 ・ 下地（奈） 高江洲 ・ 西里 比嘉（理） ・ 藤本 勝率 順位

1 山下 ・ 下地（奈） 6-4 6-4 2-0 1

2 高江洲 ・ 西里 4-6 6-4 1-1 2

3 比嘉（理） ・ 藤本 4-6 4-6 0-2 3

福嶋 ・ 城間（里） 嘉数 ・ 城間（安） 大村 ・ 谷村 勝率 順位

1 福嶋 ・ 城間（里） 7-6(8) 6-1 2-0 1

2 嘉数 ・ 城間（安） 6-7(8) 4-6 0-2 3

3 大村 ・ 谷村 1-6 6-4 1-1 2

平川 ・ 新本 比嘉 ・ 下地 崎原 ・ 堺 勝率 順位

1 平川 ・ 新本 7-6(5) 6-0 2-0 1

2 比嘉（真） ・ 下地（奈緒） 6-7(5) 6-2 1-1 2

3 崎原 ・ 堺 0-6 2-6 0-2 3

師玉 ・ 我那覇 澤岻 ・ 比嘉（益） 上原 ・ 河合 勝率 順位

1 師玉 ・ 我那覇 2-6 6-1 1-1 2

2 澤岻 ・ 比嘉（益） 6-2 6-1 2-0 1

3 上原 ・ 河合 1-6 1-6 0-2 3

U-17 MIX

U-15 MIX

U-13 MIX


