
小　禄 那　覇 小　禄 那　覇 首　里

首　里 那　覇

28 首　里 沖　工 小　禄 首　里 小　禄 那　覇

那　覇 首　里

27 小　禄 沖　工 首　里 沖　工 那　覇 小　禄

首　里 小　禄 那　覇 首　里 首　里 那　覇

首　里

那　覇 首　里 小　禄 那　覇 小　禄

26 小　禄 沖　工 沖　工 小　禄

25 小　禄 沖　工 小　禄 沖　工 知　念 沖　工 首　里

小　禄 沖　工 小　禄

首　里 首　里 小　禄 首　里 浦　添

24 沖　工 知　念 沖　工 小　禄 小　禄 首　里首　里 首　里 小　禄

23 沖　工 知　念 沖　工 小　禄 沖　工 小　禄 小　禄

沖　工 那　覇 小　禄

小　禄 浦　添

22 浦　添 沖　工 沖　工 那　覇 小　禄 首　里那　覇 小　禄 首　里

20 沖　工 知　念 沖　工 浦　添 小　禄 那　覇

21 沖　工 浦　添 浦　添 那　覇 浦　添 沖　工 小　禄

沖　工 浦　添 糸　満 小　禄 小　禄 那　覇

浦　添 小　禄 那　覇

首　里 小　禄 糸　満 小　禄

19 浦　添 知　念 知　念 沖　工 糸　満 小　禄 糸　満 小　禄

18 沖　工 浦　添 浦　添 豊見城 浦　添 知　念 小　禄 首　里

首　里 那　覇 小　禄 知　念

17 沖　工 首　里 沖　工 豊見城 沖　工 那　覇浦　添 小　禄 那　覇 小　禄 那　覇 小　禄

16 沖　工 豊見城 豊見城 知　念 豊見城 首　里 知　念 首　里

知　念 那　覇 知　念 那　覇

15 知　念 豊見城 沖　工 豊見城 知　念 那　覇沖　工 豊見城 知　念 那　覇 首　里 知　念

14 沖　工 糸　満 那　覇 沖　工 知　念 沖　工 豊見城 那　覇

豊見城 知　念 知　念 豊見城

13 沖　工 豊見南 沖　工 那　覇 沖　工 知　念知　念 豊見城 知　念 那　覇 豊見城 豊見城

12 首　里 首里東 沖　工 豊見南 首　里 沖　工 小　禄 豊見城

知　念 小　禄 小　禄 知　念

11 沖　工 糸　満 首　里 沖　工 首　里 知　念沖　工 小　禄 知　念 小　禄 豊見城 小　禄

10 沖　工 浦　添 糸　満 浦　添 沖　工 浦　添 小　禄 豊見南

知　念 豊見城 豊見城 知　念

9 沖　工 豊見南 沖　工 浦　添 沖　工 小　禄浦　添 豊見城 小　禄 知　念 小　禄 知　念

8 首里東 沖　工 首里東 沖　工 沖　工 豊見南 小　禄 知　念

豊見城 小　禄

7 首里東 豊見南 首里東 糸　満 糸　満 豊見城首里東 豊見城 小　禄 小　禄 豊見城 小　禄

小　禄

6 豊見南 首　里 豊見南 首　里 豊見南 首里東 豊見城 浦　添

豊見南 豊見城 小　禄 豊見城 小　禄 豊見城5 首里東 豊見南 豊見南 首　里 首　里

豊見城 小　禄

浦　添 豊見城 小　禄 豊見城 小　禄 豊見城

浦　添 豊見城

4 首里東 浦　商 興　南 首里東 豊見南 浦　添

知　念

3 興　南 首里東 首里東 興　南 浦　添 知　念

首里東 浦　添 真和志 浦　添 真和志 浦　添2 首里東 興　南 首里東 興　南 浦　添

知　念

1 ブロックリーグ移行 ブロックリーグ移行

63 沖　工 浦　添 浦　添

栄光のあしあと

年度

男子 女子

第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回

優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝

29 小　禄 首　里 那　覇 首　里
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