
第 46回 国頭地区新人剣道競技大会 対戦表

☆各会場試合進行順序

第１試合場 備 考

１ 男子団体戦

２ 男子個人戦

☆男子団体戦 勝者数
本数

１金武 ２ 合同 勝数 勝者 本数 順位
(名・屋・宮)

１金武

２合同

（赤） （白）
第１試合 １ 名 護 対 ２ 合 同



☆男子個人戦 予選リーグ

Ａブロック

宮里 大川 屋宜 上間佑 大山 奥間 玉城代 勝数 本数 順位

宮里 Ａ① Ａ⑧ Ａ㉑ Ａ⑯ Ａ⑬ Ａ④
(屋部)

大川 Ａ① Ａ⑤ Ａ⑨ Ａ⑱ Ａ⑳ Ａ⑭
（金武）

屋宜 Ａ⑧ Ａ⑤ Ａ② Ａ⑩ Ａ⑮ Ａ⑲
（名護）

上間佑 Ａ㉑ Ａ⑨ Ａ② Ａ⑥ Ａ⑪ Ａ⑰
（金武）

大山 Ａ⑯ Ａ⑱ Ａ⑩ Ａ⑥ Ａ③ A⑫
（金武）

奥間 A⑬ A⑳ A⑮ A⑪ A③ A⑦
（金武）

玉城代 A④ A⑭ A⑲ A⑰ A⑫ A⑦
（金武）

Ｂブロック

山下 安富祖 宮城 上間大 平山 玉城佑 勝数 本数 順位

山下 Ｂ① Ｂ⑦ Ｂ⑭ Ｂ⑨ Ｂ⑤
（金武）

安富祖 Ｂ① Ｂ④ Ｂ⑧ Ｂ⑪ Ｂ⑮
（金武）

宮城 Ｂ⑦ Ｂ④ Ｂ② Ｂ⑬ Ｂ⑩
（大宮）

上間大 Ｂ⑭ Ｂ⑧ Ｂ② Ｂ⑥ Ｂ⑫
（金武）

平山 Ｂ⑨ Ｂ⑪ Ｂ⑬ Ｂ⑥ Ｂ③
（名護）

玉城祐 Ｂ⑤ Ｂ⑮ Ｂ⑩ Ｂ⑫ Ｂ③
（金武）



試合順表
Ａブロック Ｂブロック

赤 得点(メコド) 白 赤 得点(メコド) 白

A① 宮里(屋部) 大川(金武) B① 山下(金武) 安富祖(金)

A② 屋宜(名護) 上間佑(金) B② 宮城（大宮） 上間大(金)

A ③ 大山(金武) 奥間(金武) B③ 平山（名護） 玉城佑(金)

A ④ 宮里(屋部) 玉城代(金) B④ 宮城（大宮） 安富祖(金)

A ⑤ 屋宜(名護) 大川(金武) B⑤ 山下(金武) 玉城佑(金)

A ⑥ 大山(金武) 上間佑(金) B⑥ 平山（名護） 上間大(金)

A ⑦ 奥間(金武) 玉城代(金) B⑦ 山下(金武) 宮城（大宮）

A ⑧ 宮里(屋部) 屋宜(名護) B⑧ 安富祖(金) 上間大(金)

A ⑨ 上間佑(金) 大川(金武) B⑨ 山下(金武) 平山（名護）

A ⑩ 大山(金武) 屋宜(名護) B⑩ 玉城佑(金) 宮城（大宮）

A ⑪ 上間佑（金） 奥間（金武） B⑪ 安富祖(金) 平山（名護）

A ⑫ 大山(金武) 玉城代(金) B⑫ 玉城佑(金) 上間大(金)

A ⑬ 宮里(屋部) 奥間（金武） B⑬ 宮城（大宮） 平山（名護）

A ⑭ 大川(金武) 玉城代(金) B⑭ 山下(金武) 上間大(金)

A⑮ 屋宜(名護) 奥間（金武） B⑮ 玉城佑(金) 安富祖(金)

A ⑯ 宮里(屋部) 大山(金武)

A ⑰ 上間佑（金） 玉城代(金)

A ⑱ 大川(金武) 大山(金武)

A⑲ 屋宜(名護) 玉城代(金)

A ⑳ 大川(金武) 奥間（金武）

A㉑ 宮里(屋部) 上間佑(金)

※ 順位は、勝数、本数の順で行う。尚、いずれも同数の場合は、試合での勝者で順位を決める。

☆男子個人戦決勝トーナメント

⑲

⑰ ⑱

Ａの１位 Ｂの２位 Ａの２位 Ｂの１位



第 46回国頭地区中学校新人剣道競技大会結果

成績表
男子団体戦 女子団体戦

優勝 金武中学校 優勝

二位 中学校 二位 中学校

三位 中学校 三位 中学校

男子個人戦

優勝 （ ）中学校

二位 （ ）中学校

三位 （ ）中学校

三位 （ ）中学校

女子個人戦

優勝

二位

三位

三位


