
2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  兼 東北選抜ジュニア大会県選考会  兼 全日本ジュニア県選考会
BS 16

所  属 1R 2R QF SF Final Winner
  

1 ウイニングショット 齋藤 駿斗  
  齋藤 駿斗 

2  Bye   
   齋藤 駿斗 

3  Bye   6-1  
  武田 卓士  

4 R-PROJECT 武田 卓士   
   齋藤 駿斗 

5 DIASS中山TC 松田 悠希  8-2  
  下山 玄祐  

6 ニューフロンティア 下山 玄祐 6-4   
   根津 圭佑 

7  Bye  6-3  
  根津 圭佑  

8 ウイニングショット 根津 圭佑   
   齋藤 駿斗 

9 仙台育英 渡部 怜和成  8-6  
  渡部 怜和成  

10  Bye   
   渡部 怜和成 

11 ウイニングショット 八柳 翔空  6-2  
  八柳 翔空  

12  Bye   
   渡部 怜和成 

13  Bye  8-3  
  本田 優二郎  

14 泉パークタウンＴＣ 本田 優二郎   
   佐藤 成恭 

15  Bye  6-1  
  佐藤 成恭  

16 ウイニングショット 佐藤 成恭   
   阿部 倫大 

17 泉パークタウンＴＣ プラント ノア  8-5  
  プラント ノア  

18  Bye   
   プラント ノア 

19 仙台育英 高木 裕矢  7-6(5)  
  高木 裕矢  

20  Bye   
   阿部 倫大 

21  Bye  8-3  
  白井 雄斗  

22 東北学院高 白井 雄斗   
   阿部 倫大 

23  Bye  6-0  
  阿部 倫大  

24 仙台三高 阿部 倫大   
   阿部 倫大 

25 ニューフロンティア 浜崎 爽  8-6  
  浜崎 爽  

26  Bye   
   浜崎 爽 

27 仙台育英 佐藤 聖璃  6-1  
  佐藤 聖璃  

28  Bye   
   浜崎 爽 

29 仙台育英 一戸 秀生  8-5  
  一戸 秀生  

30 SCS 松本 陸來 8-2   
   佐藤 隆矢 

31  Bye  6-0  
  佐藤 隆矢  順位 3-4 渡部 怜和成  

32 仙台育英 佐藤 隆矢   渡部 怜和成 
  浜崎 爽 7-6(4)  
 順位 5-8 根津 圭佑  
  根津 圭佑 
 佐藤 成恭 4-0 Ret.  
   佐藤 隆矢 
 プラント ノア  6-3  
  佐藤 隆矢  
 佐藤 隆矢 6-3  
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所  属 1R QF SF Final Winner
  

1 More-Tennis 三浦 奈々  
  三浦 奈々 

2  Bye   
   三浦 奈々 

3 仙台高専名取C 梅谷 美伶  8-0  
  梅谷 美伶  

4 宮城学院中 木村 眞結 6-0   
   三浦 奈々 

5 仙台育英 小鴨 愛可  8-2  
  小鴨 愛可  

6  Bye   
   小鴨 愛可 

7 ウイニングショット 橋野 優樹  8-5  
  橋野 優樹  

8 ニューフロンティア 前原 千遥 6-1   
   三浦 奈々 

9 泉パークタウンＴＣ 近藤 綾香  8-0  
  西山 理心  

10 仙台育英 西山 理心 6-2   
   髙橋 唯 

11  Bye  8-6  
  髙橋 唯  

12 エムズTP 髙橋 唯   
   髙橋 唯 

13 宮城学院中 菅原 奈歩  8-2  
  佐藤 亜美  

14 泉パークタウンＴＣ 佐藤 亜美 6-0   
   佐藤 亜美 

15  Bye  8-5  
  藤田 琴里  

16 聖和学園 藤田 琴里  順位 3-4 小鴨 愛可  
   小鴨 愛可 
 佐藤 亜美 6-1  
 
 順位 5-8 梅谷 美伶  
  橋野 優樹 
 橋野 優樹 6-3   
   藤田 琴里 
 西山 理心  6-0  
  藤田 琴里  
 藤田 琴里 6-2  
   
 順位 7-8 梅谷 美伶  
  西山 理心 
 西山 理心 w.o. 
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所  属 1RSF Semifinals Final Winner
仙台育英 佐藤 隆矢 

1 泉パークタウンＴＣ 佐藤 駿弥 佐藤 隆矢 
  佐藤 駿弥 

2  Bye 1  佐藤 隆矢 
泉パークタウンＴＣ プラント ノア  佐藤 駿弥 

3 ニューフロンティア 浜崎 爽 プラント ノア 8-1  
ニューフロンティア 下山 玄祐 浜崎 爽  

4 仙台育英 佐藤 聖璃 8-6  佐藤 隆矢 
   佐藤 駿弥 

5  Bye 3 佐藤 成恭 8-4  
ウイニングショット 佐藤 成恭 高木 裕矢  

6 仙台育英 高木 裕矢  根津 圭佑 
   齋藤 駿斗 

7  Bye 2 根津 圭佑 8-1  
ウイニングショット 根津 圭佑 齋藤 駿斗  

8 ウイニングショット 齋藤 駿斗  
  プラント ノア 
 順位 3-4 浜崎 爽 プラント ノア 
 佐藤 成恭 浜崎 爽 
 高木 裕矢 6-2  
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所  属 1R Final Winner
聖和学園 藤田 琴里 

1 仙台育英 西山 理心 藤田 琴里 
More-Tennis 三浦 奈々 西山 理心 

2 泉パークタウンＴＣ 佐藤 亜美 8-2  藤田 琴里 
ニューフロンティア 前原 千遥  西山 理心 

3 泉パークタウンＴＣ 近藤 綾香 小鴨 愛可 8-4  
仙台育英 小鴨 愛可 髙橋 唯  三浦 奈々 

4 エムズTP 髙橋 唯 8-2  順位 3-4 佐藤 亜美 三浦 奈々 
  前原 千遥 佐藤 亜美

近藤 綾香 6-2  

  


