
年 度   開  催  地

優    勝 優        勝 優                  勝

1977 男 糸満
(52) 女 石川
1978 普天間 男 石川
(53) 中部商業 女 南部商
1979 石川 男 豊見城 本永英司　　　(那覇)
(54) 読谷 女 石川 山内ひとみ　　(石川)
1980 石川 男 那覇 冨里一公　　　(那覇) 冨里 一公・根間 秀夫　　　(那覇)
(55) 読谷 女 南部商業 豊島明子　　　(豊見城) 永山千枝美・新垣八矢子　　(南商)
1981 糸満 男 糸満 金城 修　　　 (糸満) 金城   修・上原 直樹　　　(糸満)
(56) 南部商業 女 南風原 宮城千賀子　　(南風原) 仲程 郁子・山城 聖子　　　(浦添)
1982 男 与勝 与那覇勉　　　(具商) 伊礼   守・比嘉 恒裕　　　(与勝)
(57) 女 那覇 名直絹代　　　(南風原) 名直 絹代・中村 愛子　　　(南風原)
1983 男 糸満 米盛正作　　　(八商工) 玉城   保・大城   一　　　(那工)
(58) 女 小禄 上原裕子　　　(小禄) 平田 涼子・外間さゆり　　 (豊見城)
1984 普天間 男 糸満 上原　健　　　(糸満) 上原   健・照屋 弘人　　　(糸満)
(59) 中部商業 女 那覇商 新垣朋子　　　(那商) 新崎 聡美・新垣 朋子　　　(那商)
1985 南風原 男 豊見城 金城　学　　　(糸満) 前武當 聡・伊盛 義彦　　　(与勝)
(60) 那覇商業 女 那覇商 宮田慶子　　　(首里) 當間 民代・新崎かおり　 　(那商)
1986 普天間 男 豊見城 儀間光吉　　　(豊見城) 儀間 光吉・上江洲利明　　 (豊見城)
(61) 中部商業 女 糸満 山内美奈子　　(糸満) 伊敷由美子・山内美奈子　　(糸満)
1987 那覇商業 男 糸満 金城　勉　　　(糸満) 砂川 武博・上地 政寿　　　(豊見城)
(62) 豊見城 女 糸満 山内美奈子　　(糸満) 山内美奈子・伊波由貴子　　(糸満)
1988 嘉手納 男 糸満 金城 勉　 　　(糸満) 金城  勉・新垣 任明　　　 (糸満)
(63) 北谷 女 那覇商 宮城高子　　　(那商) 宮城 高子・羽地 ユキ　　　(那商)
1989 石川 男 糸満 山内 菊男　 　(糸満) 山内 菊男・山城 幸政　　　(糸満)

 平成元年 石川市営 女 首里 銘苅 香織　 　(首里) 銘苅 香織・宮城 由布　　　(首里)
1990 男 南部商 大島 哲也　　 (浦商) 大島 哲也・川原 浩史　　　(浦商)

（２） 女 南風原 新城 江里　 　(南風原) 新城 江里・玉城 ゆかり　　(南風原)
1991 男 南部商 島袋  敦　　　(知念) 島袋   敦・加藤 貴士　　　(知念)

（３） 女 南風原 久米 綾子　 　(南風原) 玉城 ゆかり・久米 綾子　　(南風原)
1992 平良市営 男 南風原 大城 聡　　 　(南風原) 城野 正和・兵頭 貴将　　　(石川)

（４） 宮古 女 南風原 久米 綾子　 　(南風原) 久米 綾子・具志川 小巻　　(南風原)
1993 浦添市営 男 豊見城南 新垣 学　　 　(豊見南) 新垣   学・亀甲 康成　　　(豊見南)

（５） 浦添商業 女 南風原 具志川 小巻　 (南風原) 具志川 小巻・新垣 美香　　(南風原)
1994 浦添市営 男 首里 源河 卓　　 　(首里) 崎原 博貴・桑江 裕　　　　(八重山)

（６） 浦添商業 女 南風原 大城 幸江 　　(南風原) 大城 幸江・照屋   渚　　　(南風原)
1995 男 南風原 城間 右貴　　 (南風原) 城間 右貴・山口 史洋　　　(南風原)

（７） 女 南風原 宮城 千恵　 　(南風原) 玉城 抄子・宮城 千恵　　　(南風原)
1996 男 南風原 金城 好麿　 　(南風原) 金城 好麿・川満 智佐旗　　(南風原)

（８） 女 糸満 儀間 めぐみ 　(読谷) 波平 ひとみ・川門 千夏　　(南風原)
1997 浦添市民 男 沖縄水産 知念 正太　 　(沖水) 金城 春樹・知念 正太　　　(沖水)

（９） 浦添商業 女 豊見城南 金城 麻紀　 　(那覇西) 新屋 加代子・高江洲 律子　(コザ)
1998 男 沖縄水産 古謝 有作　 　(南風原) 知念 正太・植木 朝雄　　　(沖水)

（10） 女 豊見城南 慶留間 梢　 　(豊見南) 慶留間 梢・城間 小百合　　(豊見南)
1999 男 糸満 喜舎場 敦夫　 (糸満) 玉城 秀智・喜舎場 敦夫　　(糸満)

（11） 女 糸満 上原 千春　　 (那覇西) 浜本 まり子・國中 翠　　　(糸満)
2000 男 南風原 宮城 英人　 　(南風原) 西平 工・上田 士　　　　　(南風原)

（12） 女 糸満 岸本 奈生　 　(糸満) 具志堅 真紀子・神里 有美　(那覇西)
2001 男 読谷 島袋 剛　　　 (読谷) 島袋　剛・幸地　寛　　　　(読谷)

（13） 女 糸満 国吉 真規子 　(糸満) 国吉 真規子・嘉数 幸乃　　(糸満)
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2002 男 読谷 島袋　剛　　　(読谷) 島袋　剛・幸地　寛　　　　(読谷)

（14） 女 糸満 親田 美奈子　 (北谷) 上原 陽子・喜屋武 育美　　(那覇西)

2003 男 豊見城南 祝嶺　春俊　　(首里) 西平　翔吾 ・西門　　敏　 (豊見南)
（15） 女 北谷 親田  美奈子　(北谷) 比嘉　千秋・久高麻由美　　(北谷)
2004 那覇市民 男 糸満 天久　朝建　　(糸満) 比嘉門　翼・上門　正也　　(与勝)

（16） 真和志 女 那覇西 新垣美沙妃　　(石川) 清田ともみ・金城真理子　　(糸満)
2005 那覇市民 男 糸満 比嘉門　翼　　(与勝) 比嘉門　翼・上門　正也　　(与勝)

（17） 真和志 女 糸満 新垣  美沙妃　(石川) 西門　優里・渡口　麻衣子　(糸満)
2006 男 コザ 兼城　将治　　(糸満) 野原　大輔・赤嶺　大樹　　(沖水)

（18） 女 糸満 玉城  　理　　(与勝) 平敷　祥子・玉城　真央　　(糸満)
2007 西崎総合体育館 男 沖水 野原　大輔　　(沖水) 野原　大輔・奥本　克真　　(沖水)

（19） 豊見南 女 糸満 上村　麻衣　　(糸満) 上村　麻衣・国吉　仁子　　(糸満)
2008 西崎総合体育館 男 沖水 奥本　克真　　(沖水) 金城　智大・奥本　克真　　(沖水)

（20） 豊見南 女 糸満 上村　麻衣　　(糸満) 上村　麻衣・上原ちさと　　(糸満)
2009 西崎総合体育館 男 沖水 金城　智大　　(沖水) 金城　智大・新垣　秀治　　(沖水)

（21） 糸満 女 コザ 砂川侑里美　　(コザ) 砂川侑里美・幸良　杏菜　　(コザ)
2010 西崎総合・糸満 男 沖水 新垣　秀治　　(沖水) 瑞慶山裕太・新垣　秀治　　(沖水)

（22） 豊見南・真和志 女 石川 比嘉ひまわり　(石川) 外間　　結・外間　優花　　(石川)
2011 那覇市民 男 沖水 神谷　真吾　　(沖水) 神谷  真吾・上原　正太　　(沖水)

（23） 真和志 女 コザ 田場　愛佳　　(コザ) 眞喜志美咲・田場　愛佳　　(コザ)
2012 那覇市民 男 沖水 神谷　真吾　　(沖水) 神谷  真吾・上原　正太　　(沖水)

（24） 真和志 女 コザ 金城　悠姫　　(沖水) 高江洲美希・内間　有紀　　(コザ)
2013 西崎総合・真和志 男 南風原 上村　浩平　　(沖水) 森屋  隆成・金城　龍太　　(コザ)

（25） 那覇市民・南風原 女 コザ 金城　悠姫　　(沖水) 高江洲妃菜・上原　真莉　　(コザ)
2014 真和志・沖縄水産 男 南風原 上原　尚仁　　(南風原) 新里　智司・田場　盛吾　　(南風原)

（26） 西崎総合 女 コザ 上原　和子　　(糸満) 上原　和子・金城結以花　　(糸満)
2015 真和志・沖縄水産 男 南風原 新里　智司　　(南風原) 新里　智司・田場　盛吾　　(南風原)

（27） 那覇市民・西崎総合 女 南風原 前田　志織　　(南風原) 前田　志織・與儀　美羽　　(南風原)
2016 真和志・沖縄水産 男 南風原 濱川　武道　　(糸満) 濱川　武道・玉寄　　傑　　(糸満)

（28） 那覇西・西崎総合 女 糸満 黒島　結花　　(糸満) 黒島　結花・上原　愛枝　　(糸満)
2017 真和志・南風原 男 南風原 島　　颯杜　　(南風原) 濱川　大雅・新垣　琉生　　(糸満)

（29） 那覇市民 女 糸満 黒島　花音　　(糸満) 黒島　花音・上原　愛枝　　(糸満)
2018 宮古総体・宮古 男 南風原 島　　颯杜　　(南風原) 新城　聡斗・山城　幸弥　　(沖水)

（30） 宮古工・宮総実 女 糸満 新城　こころ　(コザ) 新城　こころ・佐渡山　京弥(コザ)
2019 真和志・南風原 男 南風原 津波古　礼斗　(南風原) 與儀　天友・仲里　悠平  　(南風原)

（31） 那覇市民 女 沖水 佐渡山　京弥　(コザ) 金城　涼乃・新垣　瑠香　  (沖水)
2020 西崎総合・南風原 男 沖水 與儀　天友　  (南風原) 與儀　天友・仲里　悠平  　(南風原)

（２） 那市民・沖水 女 沖水 新垣　　愛　  (普天間) 新垣　瑠香・奥間　凛香　  (沖水)
2021 那覇市民 男

（３） 南風原・沖水 女
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