
平成２９年度大会結果報告 （日本リーグ、九州大会を除く）

優勝 準優勝

4 ／ 8,9,15,16 第50回一般選手権 男子１部 9 BIC あらかき歯科 東風平運動公園体育館

男子２部 22 名桜大学 糸満クラブ 浦添市民体育館

女子１部 3 那覇西クラブ レキオクラブ

女子２部 6 名桜大学 FUGO

マスターズ男 6 沖縄教員 コザクラブOB

4 ／ 22,23,29,30 第45回中学校春季選手権大会 男子 35 神森中学校 沖縄東中学校 県総合、東風平、具志頭

女子 33 仲西中学校 美東中学校

5 ／ 27,28,29,30 高校総体(第54回) 男子 41 興南高校 コザ高校 東風平、浦添、武道館

女子 34 浦添高校 浦添商業高校 具志頭、沖縄市、那覇西高

6 ／ 11,17,18,24 第8回おきぷら杯争奪 男子A 16 宮城小学校 仲西小学校 東風平運動公園体育館

第35回小学生大会 男子A2部 6

(全国大会予選） 女子A 11 コザクラブｊｒ サウス

男子B 15

女子B 5 宮城小学校

混成C 12

6 ／ 25 国体予選 紅白戦 具志頭社会体育館

7 ／ 22,23,24 第44回中学校総体 男子 26 沖縄東中学校 神森中学校 豊見城市民体育館

女子 23 仲西中学校 神森中学校 東風平運動公園体育館

7 ／ 25 第26回九州ＪＯＣ県予選 男子 6 中頭地区選抜 浦添市選抜 浦添市民体育館

女子 5 中頭地区選抜 島尻地区選抜

7 ／ 15,17,29,30 第37回新報児童ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子A 17 内間小学校 仲西小学校 東風平運動公園体育館

男子A2部 5 名護 浦添市民体育館

女子A 12 神森小学校 SUNｓ

男子B 18

女子B 4 SUNｓ

混合Ｃ 14

8 ／ 26,27 第12回八重瀬町長杯争奪 男子 33 神森中学校 仲西中学校 東風平、具志頭

9 ／ 2,3 第37回中学校秋季大会 女子 30 仲西中学校 美東中学校 浦添、南星中

9 ／ 9,10,16,17 第52回高校選手権 男子 37 興南高校 那覇西高校 東風平、具志頭、浦添

女子 31 コザ高校 浦添商業高校 北部生涯

10 ／ 14,15,21,22 第14回浦添市長杯争奪 男子A 18 仲西小学校 神森小学校 浦添市民体育館

第29回小学生秋季大会 男子A2部 5 コザクラブｊｒ

(九州大会予選） 女子A 13 コザクラブｊｒ Suns

男子B 14

混合Ｃ 11

9 ／ 23,24,30 第16回クラブトーナメント 男子 27 BIC あらかき歯科 東風平運動公園体育館

10 ／ 1 女子 9 レキオクラブ 那覇西クラブ 具志頭社会体育館

マスターズ 7 天外天 興南OB 浦添市民体育館

11 ／ 10　～ 第22回女子リーグ 女子 8 MLN沖縄 宜野湾ガス 県内各地

2 ／ 4

10 ／ 28,29,30,31 第34回高校新人大会 男子 37 興南高校 那覇西高校 東風平、豊見城、普天間高

女子 33 浦添高校 那覇西高校 那覇西高、沖縄水産高

那覇国際高、那覇商業高

11 ／ 18,19 第69回県民体育大会 男子 13 浦添市選抜 名護市選抜 八重山

(ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙとしては48回） 女子 11 浦添市選抜 沖縄市選抜

12 ／ 9,10,16,17 第34回新報旗争奪 男子 38 興南高校 那覇西高校 東風平、具志頭

(九州選抜予選） 女子 30 浦添高校 浦添商業高校 県総合、浦添、那覇西高

1 ／ 6,7,8,13 第14回浦添市長杯争奪 男子 33 神森中学校 仲西中学校 浦添、東風平、具志頭

第45回中学校新人大会 女子 31 美東中学校 仲西中学校
1 ／ 27 第30回九州中学選抜予選 男子 3 仲西中学校 浦添中学校 浦添市民体育館

女子 3 仲西中学校 昭和薬科大学附属中学校

2 ／ 4,10,12,17,18,24,25 第51回総合選手権 男子 31 那覇西クラブ BIC 東風平運動公園体育館
女子 11 レキオクラブ 那覇西クラブ 具志頭社会体育館
マスターズ 7 コザクラブＯＢ 天外天

3 ／ 10,11,17,18 第8回KBC学園杯争奪 男子 37 那覇西高校 コザ高校 東風平、浦添、県総
第42回高校春季大会 女子 30 コザ高校 那覇西高校 具志頭、武道館、北部生涯

Ⅰブロック優勝：当山、Ⅱブロック優勝：八重瀬

Ⅰブロック優勝：前田、Ⅱブロック優勝：サウス

Ⅰブロック優勝：読谷、Ⅱブロック優勝：八重瀬

Ⅲブロック優勝：コザ、Ⅳブロック優勝：天久

Ⅰブロック優勝：宮城、Ⅱブロック優勝：八重瀬

Ⅲブロック優勝：神森、Ⅳブロック優勝：当山

Ⅰブロック優勝：八重瀬、Ⅱブロック優勝：天久

Ⅲブロック優勝：仲西、Ⅳブロック優勝：前田

Ⅴブロック優勝：兼原

競技会場月日 大会名 参加数
大会結果

Ⅲブロック優勝：読谷、Ⅳブロック優勝：神森

Ⅰブロック優勝：読谷、Ⅱブロック優勝：天久

Ⅲブロック優勝：八重瀬、Ⅳブロック優勝：港川

Ⅲブロック優勝：八重瀬

Ⅰブロック優勝：読谷、Ⅱブロック優勝：当山


