
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
BD 16

所  属 1R SF Final 勝者 
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    
泉パークタウンＴＣ プラント ノア   

3 ニューフロンティア 浜崎 爽   
ニューフロンティア 下山 玄祐    

4 仙台育英 佐藤 聖璃   
    

5  Bye 佐藤 成恭   
ウイングショット 佐藤 成恭 高木 裕矢  

6 仙台育英 高木 裕矢   
    

7  Bye 根津 圭佑  
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  
   
 順位 3-4   
   
   
   



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
BD 14

所  属 1R QF SF Final 勝者 
More-Tennis 三浦 怜央

1 泉パークタウンＴＣ 佐藤 颯基 三浦 怜央  
  佐藤 颯基 

2  Bye   
ニューフロンティア 佐々木 桔平   

3 ニューフロンティア 古川 陽翔   
泉パークタウンＴＣ 佐藤 勇人   

4 泉パークタウンＴＣ 金谷 明汰   
R-PROJECT 三島 朋之    

5 R-PROJECT 上田 悠真 三島 朋之  
  上田 悠真  

6  Bye    
SCS 佐藤 聖眞   

7 オレンジフィールド 横山 瑛大 佐藤 聖眞  
  横山 瑛大  

8  Bye   
    

9  Bye 長井 創  
ニューフロンティア 長井 創 高橋 遼來  

10 ニューフロンティア 高橋 遼來   
    

11  Bye 三宅 皐太  
エムズTP 三宅 皐太 佐藤 大河  

12 エムズTP 佐藤 大河   
    

13  Bye  山本 楓  
エムズTP 山本 楓 工藤 新  

14 ウイニングショット 工藤 新   
    

15  Bye 城 義弥  
ウイニングショット 城 義弥  駒田 智大  

16 ウイニングショット 駒田 智大  
   
 順位 3-4   
   
   
  
 順位 5-6   
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BD 12

所  属 1R QF SF Final 勝者 
ウイニングショット 今井 勇貴 

1 ウイニングショット 駒田 大地 今井 勇貴 
  駒田 大地 

2  Bye    
R-PROJECT 上松 大洋   

3 R-PROJECT 白鳥 伊吹 上松 大洋  
  白鳥 伊吹  

4  Bye   
R-PROJECT 上田 瑛仁   

5 R-PROJECT 仮屋 透真 上田 瑛仁  
  仮屋 透真  

6  Bye    
SCS 村上 晴人   

7 R-PROJECT 福井 大夢   
More Tennis 大山 佳彦   

8 ニューフロンティア 安藤 透真   
ニューフロンティア 前原 柊   

9 ニューフロンティア 尾崎 祐太   
ウイニングショット 福井 悠生   

10 ウイニングショット 秋田 敏太   
    

11  Bye 川田 奏太朗  
ウィニングショット 川田 奏太朗 飯田 陽也  

12 ウイニングショット 飯田 陽也   
    

13  Bye  小野寺 遥斗  
NFTC 小野寺 遥斗  菅野 陽太  

14 ニューフロンティア 菅野 陽太   
    

15  Bye 大山 翔大  
R-PROJECT 大山 翔大 鈴木 春人  

16 R-PROJECT 鈴木 春人  
   
 順位 3-4   
   
   
  
  
 順位 5-6   
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