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競技名 結果 1 回戦 2 回戦 

男子 

バレーボール      
2 回戦 

VS 興南(0－2)  

女子 

バレーボール      
3 回戦(ベスト 16) 

VS 那覇国際（2－0） VS 八重山商工（2－0） 

VS 首里(0－2) 

男子 

バスケットボール    
3 回戦(ベスト 16) 

VS 八重山(75－73) VS 読谷(66－62) 

3 回戦 

VS 名護(51－84) 

女子 

バスケットボール    
3 回戦(ベスト 16) 

VS 宜野湾(62－57) 

 

VS 日本ウェルネス 

(29－103) 

女子卓球 1 回戦 VS 中部農林(1－3)  

男子サッカー ベスト８ 
VS 石川(４－２) VS 那覇国際（１－０） 

3 回戦 VS 普天間（３－１） 4 回戦 VS コザ（０－５） 

男子バトミントン 1 回戦 VS 読谷(1－3)  

女子バトミントン 2 回戦 VS 美来工科(3－0) VS 南風原(1－3) 

男子ソフトボール ベスト 8 VS 沖縄工業（７－１７）  

女子ソフトボール 1 回戦 VS 浦添商業（０－７）  

ラグビーフットボ

ール(合同 C ﾁｰﾑ) 
6 位 

VS 読谷（２２－４５） 

(予選トーナメント) 

VS 宜野座・名護商工 

(41-14)(下位リーグ) 

男子ハンドボール ベスト 8 

VS 糸滿(46－29) VS 宮古 （38－25） 

 ３回戦 

VS 那覇西 （43－19） 

女子ハンドボール 2 回戦 VS 前原(16－13) VS コザ (11－38) 

男子テニス 1 回戦 VS 読谷(1－4)  

女子テニス A ブロックベスト８ VS 開邦(3－2) VS 普天間(0－3) 

水泳 

背泳ぎ 100m  

優勝 宮國慧 

背泳ぎ 200m  

優勝 宮國慧 

  

フェンシング 

フルーレ 準優勝 フルーレ  準優勝 宮城幸之介   

サーブル 準優勝 サーブル  優勝 金城由八  3 位 宮城幸之介 

エペ 優勝 エペ    3 位 山城 翼 

  



２０１８High school freshmen Okinawa prefectural athletic 

tournament  result 
Competition Result First game Second game 

Men’s volleyball      second round VS konan-h (0－2)  

Women’s 

volleyball      
third round (best16) 

VS nahakokusai-h（2－0） VS yaeyama-tec-com-h（2

－0） VS shuri-h (0－2) 

Men’s  

Basketball    
third round (best16)  

VS yaeyama-h (75－73) VS yomitan-h (66－62) 

third round  

VS futenma-h(3－0) 

Women’s 

Basketball     
third round (best16) 

VS ginowan-h (62－57) VS Nihon wellness-h 

(29－103) 

Women’s 

Table tennis 
first round 

VS chubu-agr-h (1－3)  

Men’s  Football best８ 

VS ishikawa-h (4－2) VS nahakokusai-h（1－0） 

third round  

VS nago-h(51－84) 

fourth round  

VS koza-h（０－５） 

Men’s Badminton first round VS yomitan-h (1－3)  

Women’s 

Badminton 
second round 

VS mirai-tec-h(3－0) VS haebaru-h (1－3) 

Men’s Softball best８ VS okinawa-tec-h（７－１７）  

Women’s Softball first round VS urasoe-com-h（０－７）  

Men’s  

rugby football  
6th 

VS yomitan-h (22－45) 

(qualifying tournament) 

VS ginoza&nago-tec-com 

-h (41－14) 

Men’s Handball quater-final(best８) 

VS itoman-h (46－29) VS miyako-h （38－25） 

 third round  

VS nahanishi-h （43－19） 

Women’s Handball second round VS maehara-h(16－13) VS koza-h (11－38) 

Men’s Tennis first round VS yomitan-h (1－4)  

Women’s Tennis A block best８ VS kaihou-h(3－2) VS futenma-h(0－3) 

swimming 

Individual Backstroke  100m  

Championship   k-miyaguni 

  

Individual  Backstroke 200m  

Championship   k-miyaguni 

fencing 

fleuret Second Place fleuret 
Second Place k-miyagi 

saber Second Place saber championship y-kinjo  third place k-miyagi 

epee championship epee third place t-yamashiro 

 


