
男　子 女　子 男　子 女　子 男　子 女　子 男　子 女　子

島袋　直樹 新城　春奈 藤木　敏也 儀間　真紀 知念　正裕 玉城　有紀 田中　慎二 大城ｶﾄﾘｰﾇ

（ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ） （首里ﾛｲﾔﾙ） (TCμ ） （ﾁｰﾑSHINYA) （セントラル） （首里ﾛｲﾔﾙ） （一球会） (さしきｽﾎﾟｰﾂ）

比嘉　拓 井藤　京子 谷岡　日斗志 漢那　美由紀    藤田　矗 松本　三千代 川勝　忠 上原　理絵

（那覇市役所） （A's Factory) (遊TC) （aiai) （ﾁｰﾑわくがわ） （首里ﾛｲﾔﾙ） （チームTK） （よっちゃんず）

宮城　俊雅 比嘉　奈々絵 山崎　信太郎 ＡＮＮＩＥ　ＶＵ 高木　聡 本田　奈々瀬 宮田　松生 仲里　早苗

（ＲＭＴＣ） （ＦＩＶＥＦＡＮＴＡＳＩＳＴＡ） （ＲＭＴＣ） （ＱＴＡ） （ＲＭＴＣ） （ＲＭＴＣ） （ヒーロー） （ﾁｰﾑﾘﾝﾘﾝ）

金城　友樹 城間　玲奈 幾世橋　亮 大宜見　晶子 饒平名　亮次 増田　朋 上原　秀樹 又吉　訓子

（Ｓｃｒａｔｃｈ） （県社協） （首里ﾛｲﾔﾙ） （ＦＡＮＴＹ） （フリー） （ＲＭＴＣ） （ＴＣμ ） （フリー）

金城　友樹 比嘉　奈々絵 目取眞　興鉄 松本　三千代 西元　雄一郎 伊志嶺あさの 中村　健志 神谷　律津子

（首里ﾛｲﾔﾙ） （ＦＩＶＥＦＡＮＴＡＳＩＳＴＡ） （大同火災） （首里ﾛｲﾔﾙ） （首里ﾛｲﾔﾙ） （チーム西原） （チーム西原） （ウッディーズ）

比嘉　拓 井藤　京子 玉那覇　浩 嘉陽　典子 神谷　保 富山　悦子 瀬戸山　弘 積　明日香

（那覇市役所） （A's Factory) （ＴＴＴ） （ＴＴＴ） （BR･ｳｯﾃﾞｨｰｽﾞ） （ﾁｰﾑﾐﾔﾊﾟﾁ） （セントラル） （ＫＢＣ）

喜瀬　一喜 井藤　京子 南波　祐造 根間　和子 仲間　良樹 坂本　安夫衣 中野　廣明 具志　尚子

（ＴＣμ ） （Ａ’ｓＦａｃｔｏｒｙ） （フリー） （フリー） （Ｊ１） （ﾁｰﾑＧＯＬＤ） （フリー） （ﾁｰﾑわくがわ）

近藤　正 儀間　真紀 松浦　隆 宮城　エツ子 高江洲　真也 金城　久代 原　圭介 新川　美沙紀

（ｂｕｎ-６） （ﾁｰﾑわくがわ） （漫友会） （いちごクラブ） （サンテニス） （ブルースカイ） （宮良倶楽部） （ﾁｰﾑわくがわ）

嘉数　泰志 井藤　京子 幾世橋　亮 玉城　涼子 大神　史郎 島袋　美香 村井　博哉 郡司　美智子

（沖縄国際大学） （Ａ’ｓＦａｃｔｏｒｙ） （ロイヤルＴＥ） (ﾁｰﾑﾁｬﾚﾝｼﾞ） （あっちゃんず軍団） （ＦＩＶＥＦＡＮＴＡＳＩＳＴＡ） （ｳｪｰﾃﾞﾙﾝＴＣ） （あっちゃんず軍団）

新垣　世良 儀間　真紀 高橋　紀幸 入谷　砂知子 及川　卓郎 外間　恵 上原　一正 塚本　いずみ

（沖縄国際大学） （ﾁｰﾑわくがわ） （漫遊会ｽﾄﾚｰﾄ） （はなはな） （琉大教ＴＣ） （ＴＴＴ　） （ﾁｰﾑわくがわ） （航空自衛隊）

奈良　美輝 井藤　京子 岡本　英昭 島袋　美香 大久保　洋 玉城　千春 松本　敬一郎 松本　美奈子

（ﾁｰﾑわくがわ） （Ａ’ｓＦａｃｔｏｒｙ） （フリー） （チーム西原） （高カロリーズ） （aiai) （MK) （MK)

柚木崎　裕介 儀間　真紀 渡嘉敷　勉 津田　あさの 黒島　弘之 湧川　志子 長嶺　元多 宮城　由梨乃

（RiseTC) （ﾁｰﾑわくがわ） （漫友会） （いちごクラブ） （フリー） （ﾁｰﾑわくがわ） （チャンス） （MOVE)

奈良　美輝 井藤　京子 芳澤　亮 仲俣　愛裕美 ﾏﾔﾝｸ　ｱｶﾞﾜﾙ 与儀　久美子 具志川　隆 山崎　不二子

（ﾁｰﾑわくがわ） （Ａ’ｓＦａｃｔｏｒｙ） （結ＴＣ） （ジェニファー） （ＯＩＳＴ） （まーる） （ウッディーズ） （フリー）

比嘉　光国 荒井　美由紀 上江洲　豊 我如古　涼子 田中　俊憲 宮城　聡子 前川　誠治 我那覇由喜
子

（漫友会） （フリー） （Ｙｉｐｓ） （ジェニファー） （ＯＩＳＴ） （Ｆアップルズ） （ＴＴＴ） （フリー）

新里　朝彦 新垣　貴実子 諸見里　真梨 我那覇みなみ 羽田　晶年 池谷　小百合 大城　栄 熊野　真理子

（EASTBLUE) （沖縄国際大学） （琉球新報） （沖縄大学） （一球会） （宮良倶楽部） （木漫TC) （フリー）

喜納　祐市 井藤　京子 伊敷　一馬 瀬長　明日香 安次嶺　昌紀 山崎　不史子 小禄　了 金城　ひろみ

（漫友会ｽﾄﾚｰﾄ） （A's Factory) （沖縄国際大学） （スイミー） （那覇市役所） （TCμ ） （ST7) （TCμ ）

奈良　美輝 井藤　京子 高橋　紀幸 根間　和子 川勝　忠 崎濱　美智枝 細川　忠明 玉寄　紀子

（ﾁｰﾑわくがわ） （Ａ’ｓＦａｃｔｏｒｙ） (漫友会） （MTC) （ウッディーズ） （TCμ ） （軟友会） (ﾗｯｷｰﾗﾋﾞｯﾄ）

田村　知大 儀間　真紀 鉢嶺　清章 西田　悦子 仲間　豊 池原　亜由美 又吉　弘 日渡　靖佳

（チームK) （ﾁｰﾑわくがわ） (漫友会） （チームGOLD) （ﾁｰﾑわくがわ） （ライナーズ） （とくいち） （TCμ ）

中村　翔 新垣　貴実子 松田　崇 柳　孝道 田中　一美 森川　淳 ｶﾄﾘｰ　ﾍﾝﾄﾞﾘｯｸｽ

（Shot) （Rα SK) (Rα SK) （かりゆしTC) （Freedom) (海自那覇） （フリー）

新垣　世良 井藤　京子 久志　安弘 大城　徹也 高良　道子 上原　一仁 砂川　愛香

（フリー） （A's Factory) (ｸﾙｰ&ｳｯﾃﾞｨｰｽﾞ） (日渡ﾌﾞｰﾄｷｬﾝﾌﾟ） (ﾁｰﾑわくがわ） (ｵﾘｯｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ沖縄） （TCμ ）
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