
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)
BS 18-本戦

登録番号 所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 
   

1 M166990 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 駿弥  
   佐藤 駿弥 

2 M161256 東陵高 今野 寛太 6-1   
    佐藤 駿弥 

3 M161315 仙台三高 川元 大知  6-1  
   川元 大知  

4 M78371 仙台向山高 根津 圭佑 7-5   
    佐藤 駿弥 

5 M161297 仙台一高 松田 悠希  8-5  
   阿部 倫大  

6 M78323 仙台三高 阿部 倫大 6-3   
    石井 智樹 

7 M177568 仙台二高 川田 歩輝  6-1  
   石井 智樹  

8 M129494 東陵高 石井 智樹 6-1   
    佐藤 駿弥 

9 M78374 仙台三高 小堤 康太郎  8-4  
   小堤 康太郎  

10 M161251 東陵高 高橋 幸汰 6-3   
    小堤 康太郎 

11 M78370 仙台向山高 八柳 翔空  6-4  
   下村 凌太朗  

12 M75485 仙台育英 下村 凌太朗 7-5   
    渡部 怜和成 

13 M78332 仙台一高 守屋 志彦  6-1  
   佐藤 聖璃  

14 M78423 仙台育英 佐藤 聖璃 6-4   
    渡部 怜和成 

15 M161305 泉館山高 清 颯斗  6-1  
   渡部 怜和成  

16 M78433 仙台育英 渡部 怜和成 6-0   
    佐藤 駿弥 

17 M78324 仙台三高 濵﨑 爽  8-3  
   濵﨑 爽  

18 M177650 仙台二高 佐藤 央進 6-3   
    濵﨑 爽 

19 M78424 東北学院高 照井 晃太  7-5  
   高木 裕矢  

20 M78369 仙台育英 高木 裕矢 6-4   
    濵﨑 爽 

21 M78330 仙台三高 下山 玄祐  8-1  
   藤田 鼓汰朗  

22 M148604 利府高 藤田 鼓汰朗 6-0   
    佐藤 隆矢 

23 M78456 気仙沼高 佐藤 睦起  6-1  
   佐藤 隆矢  

24 M53206 仙台育英 佐藤 隆矢 6-0   
    齋藤 駿斗 

25 M147601 東陵高 齋藤 優真  8-1  
   齋藤 優真  

26 M161233 仙台高専名取C 花見 優太朗 w.o.  
    齋藤 優真 

27 M78404 東北学院高 野中 友貴  6-3  
   野中 友貴  

28 M147940 仙台育英 一戸 秀生 6-3   
    齋藤 駿斗 

29 M78426 東北高 鈴木 拓海  8-1  
   佐藤 成恭  

30 M78373 宮城第一高 佐藤 成恭 6-2   
    齋藤 駿斗 

31 M161208 東北高 阿部 己太郎  6-0  
   齋藤 駿斗  

32 M78372 仙台育英 齋藤 駿斗 6-1  



   
  3-4位 渡部 怜和成 

   髙橋 唯 
  濵﨑 爽 6-3  
  
  5-6位 石井 智樹 
  石井 智樹 
  小堤 康太郎 6-0  
  佐藤 隆矢 
  佐藤 隆矢 7-5  
  佐藤 隆矢 
  齋藤 優真 6-3  
  
  7-8位 小堤 康太郎  
   齋藤 優真 
  齋藤 優真 6-0  
  
  9-10位 川元 大知 
  阿部 倫大  
  阿部 倫大 6-0  
  阿部 倫大 
  下村 凌太朗  6-1  
  佐藤 聖璃 
  佐藤 聖璃 6-2  
  阿部 倫大 
  高木 裕矢  6-2  
  高木 裕矢 
  藤田 鼓汰朗 6-2  
  高木 裕矢 
  野中 友貴  6-3  
  野中 友貴 
  佐藤 成恭 6-3  
  
  11-12位 佐藤 聖璃  
   佐藤 聖璃 
  野中 友貴 6-4  
  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GS 18-本戦
登録番号 所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 

   
1 F78352 仙台育英 下原 茉莉佳  

   下原 茉莉佳 
2 F177570 仙台二高 郡山 七奈 w.o.  

    下原 茉莉佳 
3 F161375 東陵高 齋藤 詩織  6-0  

   齋藤 詩織  
4 F177539 仙台東高 吉原 果倫 6-3   

    下原 茉莉佳 
5 F161261 宮城第一高 佐藤 喜都  8-5  

   佐藤 喜都  
6 F78356 仙台三高 米田 奈穂 7-6(1)   

    橋野 優樹 
7 F81043 仙台高 小野寺 海珠  6-0  

   橋野 優樹  
8 F78441 仙台育英 橋野 優樹 6-0   

    下原 茉莉佳 
9 F78383 エムズTP 髙橋 唯  6-4  

   髙橋 唯  
10 F78353 仙台育英 瀬川 灯 6-0   

    髙橋 唯 
11 F177538 仙台三高 西山 日菜  6-1  

   阿部 和奏  
12 F161211 東陵高 阿部 和奏 6-3   

    髙橋 唯 
13 F161285 東陵高 小倉 潤  6-4  

   小倉 潤  
14 F161223 名取北高 永岡 うの 6-1   

    小倉 潤 
15 F177666 仙台三高 中川 広望  6-1  

   中川 広望  
16 F78442 仙台高専名取C 梅谷 美伶 w.o.  

    千葉 瑠子 
17 F78314 泉館山高 佐藤 亜美  8-6  

   佐藤 亜美  
18 F77928 宮城学院高 滝澤 真子 6-0   

    佐藤 亜美 
19 F148419 宮城第一高 前原 千遥  6-1  

   三浦 菜乃  
20 F161269 東陵高 三浦 菜乃 7-6(2)   

    小鴨 愛可 
21 F177626 常盤木高 長谷川 智世  8-6  

   菅原 菖  
22 F161302 東陵高 菅原 菖 6-2   

    小鴨 愛可 
23 F179417 東陵高 鈴木 愛佳  6-1  

   小鴨 愛可  
24 F78381 仙台育英 小鴨 愛可 6-0   

    千葉 瑠子 
25 F78351 仙台育英 西山 理心  6-3  

   西山 理心  
26 F161252 泉館山高 高橋 夢來 6-2   

    西山 理心 
27 F177581 仙台二高 伊東 怜菜  6-4  

   伊東 怜菜  
28 F161377 名取北高 舩山 留菜 6-1    

    千葉 瑠子  
29 F161379 名取北高 髙橋 瑠奈  8-0   

   近藤 綾香   
30 F78317 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 近藤 綾香 6-4   

    千葉 瑠子 
31 F177556 仙台東高 百武 愛果  6-2  

   千葉 瑠子  
32 F78427 仙台育英 千葉 瑠子 6-0  

   



3-4位 髙橋 唯 
 髙橋 唯 
小鴨 愛可 6-2  

5-6位 橋野 優樹 
橋野 優樹 

小倉 潤 6-0  
橋野 優樹 

佐藤 亜美 6-3  
佐藤 亜美 

西山 理心 6-1  

7-8位 小倉 潤  
 西山 理心 
西山 理心 6-2  

9-10位 齋藤 詩織 
齋藤 詩織  

佐藤 喜都 7-5  
阿部 和奏 

阿部 和奏  7-5  
阿部 和奏 

中川 広望 6-2  
近藤 綾香 

三浦 菜乃  6-0  
菅原 菖 

菅原 菖 6-1  
近藤 綾香 

伊東 怜菜  6-4  
近藤 綾香 

近藤 綾香 6-3  

11-12位 齋藤 詩織  
 菅原 菖 
菅原 菖 7-6(2)  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

   
1 M177567 泉高 畠山 智行  

   畠山 智行 
2   Bye   

    川田 歩輝 
3 M177568 仙台二高 川田 歩輝  6-0  

   川田 歩輝  
4 M161280 仙台商業高 若林 凜之介 6-0   

    川田 歩輝 QA 
5 M186533 黒川高 瀬野尾 翔真  6-2  

   田村 健太  
6 M177591 仙台育英 田村 健太 6-1   

    田村 健太 
7   Bye  6-2  

   田島 楓馬  
8 M148514 東北学院高 田島 楓馬  

■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
9 M161251 東陵高 高橋 幸汰  

   高橋 幸汰 
10   Bye   

    高橋 幸汰 
11 M161323 石巻高 大磯 秀知  6-0  

   大磯 秀知  
12 M177540 仙台城南高 菅原 謙 6-3   

    高橋 幸汰 QB
13 M186611 聖和学園高 糸坂 和真  6-0  

   瀬倉 尚  
14 M161304 仙台向山高 瀬倉 尚 6-0   

    能登谷 陵 
15   Bye  6-4  

   能登谷 陵  
16 M161348 仙台三高 能登谷 陵  

■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
17 M161305 泉館山高 清 颯斗  

   清 颯斗 
18   Bye   

    清 颯斗 
19 M161279 仙台商業高 柴田 賢二  6-1  

   柴田 賢二  
20 M177583 加美農業高 松盛 賢 6-0   

    清 颯斗 QC
21 M177674 多賀城高 末永 英大  6-2  

   鈴木 来哉  
22 M161374 石巻高 鈴木 来哉 w.o.  

    佐々木 航太 
23   Bye  6-1  

   佐々木 航太  
24 M177569 宮城第一高 佐々木 航太  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
25 M177650 仙台二高 佐藤 央進  

   佐藤 央進 
26   Bye   

    佐藤 央進 
27 M177534 仙台東高 吉田 峻  6-0  

   吉田 峻  
28 M177536 仙台城南高 阿部 夢叶 6-1   

    佐藤 央進 QD
29 M161288 富谷高 小野寺 晃士  6-1  

   小野寺 晃士  
30 M177597 榴ヶ岡高 谷 優杏 6-2   

    佐藤 大河 
31   Bye  6-2  

   佐藤 大河  
32 M78392 エムズTP 佐藤 大河  

■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
33 M78456 気仙沼高 佐藤 睦起  

   佐藤 睦起 
34   Bye   

    佐藤 睦起 
35 M186648 仙台育英 松本 陸来  6-1  

   松本 陸来  
36 M161311 利府高 石川 悟 w.o.  

    佐藤 睦起 QE
37 M161262 富谷高 佐藤 昂希  6-2  

   佐藤 昂希  
38 M161210 仙台向山高 阿部 優都 6-3   

    佐藤 昂希 
39   Bye  6-3  

   山本 蓮  
40 M161275 東北学院高 山本 蓮  

■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
41 M78331 仙台高専名取C 林本 雄飛  

   林本 雄飛 
42   Bye   

    林本 雄飛 
43 M177527 仙台東高 丹波 功汰  6-2  

   田中 康陽  
44 M177598 仙台高 田中 康陽 7-6(5)   

    阿部 己太郎 QF
45 M177547 榴ヶ岡高 中村 優太  7-6(1)  

   鈴木 快  
46 M161372 泉館山高 鈴木 快 6-1   

    阿部 己太郎 
47   Bye  6-2  

   阿部 己太郎  
48 M161208 東北高 阿部 己太郎  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
49 M161256 東陵高 今野 寛太  

   今野 寛太 
50   Bye   

    今野 寛太 
51 M177552 加美農業高 渡辺 慧  6-3  

   渡辺 慧  
52 M186528 多賀城高 星 大夢 w.o.  

    今野 寛太 QG
53 M177525 気仙沼向洋高 畠山 瑠偉  6-4  

   畠山 瑠偉  
54 M177509 宮城第一高 青木 一将 6-2   

    畠山 瑠偉 
55   Bye  6-1  

   山下 一輝  
56 M161272 仙台三高 山下 一輝  

■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
57 M147951 泉高 遠藤 快莉  

   遠藤 快莉 
58   Bye   

    花見 優太朗 
59 M161233 仙台高専名取C 花見 優太朗  6-1  

   花見 優太朗  
60 M186612 聖和学園高 大友 柊哉 6-3   

    花見 優太朗 QH
61 M186417 仙台高 畠山 敬次  6-4  

   菊地 梨王  
62 M186577 気仙沼向洋高 菊地 梨王 6-0   

    菊地 梨王 
63 M161264 東北高 佐藤 蒼惟  6-2  

   佐藤 蒼惟  
64 M161363 利府高 北村 優登 w.o. 

   



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

   
1 F177577 榴ヶ岡高 佐藤 光  

   佐藤 光 
2   Bye   

    瀬川 灯 
3 F177532 仙台二高 齋藤 若菜  6-1  

   瀬川 灯  
4 F78353 仙台育英 瀬川 灯 6-4   

    瀬川 灯 QA
5   Bye  6-1  

   小向 杏奈  
6 F186614 石巻高 小向 杏奈   

    青木 姫花 
7   Bye  6-2  

   青木 姫花  
8 F161308 名取北高 青木 姫花  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
9 F81043 仙台高 小野寺 海珠  

   小野寺 海珠 
10   Bye   

    小野寺 海珠 
11 F161320 富谷高 村上 絢菜  6-0  

   村上 絢菜  
12 F177608 多賀城高 村山 綾菜 w.o.  

    小野寺 海珠 QB
13   Bye  6-0  

   難波 実鈴  
14 M177636 宮城学院高 難波 実鈴   

    難波 実鈴 
15   Bye  6-0  

   髙橋 美憂  
16 F186434 エムズTP 髙橋 美憂  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
17 F177660 仙台三高 松島 聖理奈  

   松島 聖理奈 
18   Bye   

    松島 聖理奈 
19 F186496 仙台向山高 元井 幸  6-3  

   元井 幸  
20   Bye   

    鈴木 愛佳 QC
21 F177562 利府高 宮窪 花彩子  6-3  

     
22 F186594 中新田高 栁澤 実礼 Not Played  

    鈴木 愛佳 
23   Bye  w.o. 

   鈴木 愛佳  
24 F179417 東陵高 鈴木 愛佳  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)
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登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
25 F179409 聖和学園高 桜井 結佳  

   桜井 結佳 
26   Bye   

    郡山 七奈 
27 F177570 仙台二高 郡山 七奈  6-3  

   郡山 七奈  
28   Bye   

    郡山 七奈 QD
29 F177599 常盤木高 大部 愛子  6-2  

   大部 愛子  
30 F161260 石巻高 佐藤 ひより 6-4   

    高橋 瑠菜 
31   Bye  6-4  

   高橋 瑠菜  
32 F177638 気仙沼向洋高 高橋 瑠菜  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
33 F177666 仙台三高 中川 広望  

   中川 広望 
34   Bye   

    中川 広望 
35 F177594 仙台東高 菅野 真旺  7-6(3)  

   菅野 真旺  
36   Bye   

    中川 広望 QE
37 F186478 宮城第一高 浅田 光咲  6-4  

   浅田 光咲  
38 F186556 加美農業高 大場 ゆきの 6-0   

    大沼 倖瑠 
39   Bye  6-1  

   大沼 倖瑠  
40 F78379 名取北高 大沼 倖瑠  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
41 F177556 仙台東高 百武 愛果  

   百武 愛果 
42   Bye   

    百武 愛果 
43 F177635 泉高 浅野 友那  6-4  

   浅野 友那  
44   Bye   

    百武 愛果 QF
45 F186397 ダンロップ仙台ＴＣ 猪股 風花  6-1  

   永沼 彩夏  
46 F186492 仙台向山高 永沼 彩夏 6-1   

    永沼 彩夏 
47   Bye  7-6(4)  

   生出 栞那  
48 F161306 泉館山高 生出 栞那  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
49 F148567 泉高 柏木 南波  

   柏木 南波 
50   Bye   

    柏木 南波 
51 F186599 利府高 鎌田 花菜  w.o. 

     
52 F186595 中新田高 栁澤 来美 Not Played  

    高橋 夢來 QG
53   Bye  7-5  

   横山 茉南  
54 F186647 仙台育英 横山 茉南   

    高橋 夢來 
55   Bye  6-4  

   高橋 夢來  
56 F161252 泉館山高 高橋 夢來  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GS 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

    
57 F186412 仙台高 岩淵 ゆら  

   岩淵 ゆら 
58   Bye   

    長田 梨菜 
59 F177612 気仙沼向洋高 長田 梨菜  6-3  

   長田 梨菜  
60   Bye   

    滝澤 真子 QH
61 F177602 榴ヶ岡高 熊野 咲樹  6-0  

   熊野 咲樹  
62 F177631 多賀城高 高橋 麻深 w.o.  

    滝澤 真子 
63   Bye  6-3  

   滝澤 真子  
64 F77928 宮城学院高 滝澤 真子  

   



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BD 18-本戦
登録番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 

M166990 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 駿弥 
1 M53206 仙台育英 佐藤 隆矢 佐藤 駿弥 

M161251 東陵高 高橋 幸汰 佐藤 隆矢 
2 M161256 東陵高 今野 寛太 6-0  佐藤 駿弥 

M75485 仙台育英 下村 凌太朗  佐藤 隆矢 
3 M147940 仙台育英 一戸 秀生 下村 凌太朗 6-3  

M78371 仙台向山高 根津 圭佑 一戸 秀生  
4 M78370 仙台向山高 八柳 翔空 6-2  佐藤 駿弥 

M78372 仙台育英 齋藤 駿斗  佐藤 隆矢 
5 M78369 仙台育英 高木 裕矢 齋藤 駿斗 6-3  

M177568 仙台二高 川田 歩輝 高木 裕矢  
6 M177650 仙台二高 佐藤 央進 6-1  齋藤 駿斗 

M78433 仙台育英 渡部 怜和成  高木 裕矢 
7 M78423 仙台育英 佐藤 聖璃 渡部 怜和成 6-3  

M161348 仙台三高 能登谷 陵 佐藤 聖璃  
8 M161315 仙台三高 川元 大知 6-3  齋藤 優真 

M161272 仙台三高 山下 一輝  石井 智樹 
9 M161287 仙台三高 小田島 廉 長井 創 7-6(8)  

M78447 NFTC 長井 創 下山 玄祐  
10 M78330 仙台三高 下山 玄祐 7-5  齋藤 優真 

M78404 東北学院高 野中 友貴  石井 智樹 
11 M78424 東北学院高 照井 晃太 齋藤 優真 6-0  

M147601 東陵高 齋藤 優真 石井 智樹  
12 M129494 東陵高 石井 智樹 6-3  齋藤 優真 

M161297 仙台一高 松田 悠希  石井 智樹 
13 M78332 仙台一高 守屋 志彦 濵﨑 爽 7-5  

M78324 仙台三高 濵﨑 爽 佐藤 成恭  
14 M78373 宮城第一高 佐藤 成恭 7-6(5)  阿部 倫大 

M148514 東北学院高 田島 楓馬  小堤 康太郎 
15 M161275 東北学院高 山本 蓮 阿部 倫大 6-1  

M78323 仙台三高 阿部 倫大 小堤 康太郎  
16 M78374 仙台三高 小堤 康太郎 6-0  

   
  3-4位 齋藤 駿斗 
  高木 裕矢 阿部 倫大 

阿部 倫大 小堤 康太郎 
小堤 康太郎 7-5  

5-6位 下村 凌太朗 
一戸 秀生 下村 凌太朗 
渡部 怜和成 一戸 秀生 
佐藤 聖璃 w.o. 濵﨑 爽 
長井 創 佐藤 成恭 
下山 玄祐 濵﨑 爽 6-3  
濵﨑 爽 佐藤 成恭 
佐藤 成恭 6-2  

7-8位 渡部 怜和成 
佐藤 聖璃 長井 創 
長井 創 下山 玄祐 
下山 玄祐 w.o. 



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GD 18-本戦
登録番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 

F78351 仙台育英 西山 理心 
1 F78441 仙台育英 橋野 優樹 西山 理心 

F179417 東陵高 鈴木 愛佳 橋野 優樹 
2 F161269 東陵高 三浦 菜乃 6-3  西山 理心 

F161379 名取北高 髙橋 瑠奈  橋野 優樹 
3 F161223 名取北高 永岡 うの 松島 聖理奈 6-1  

F177660 仙台三高 松島 聖理奈 工藤 里紗  
4 F177676 仙台三高 工藤 里紗 6-2  西山 理心 

F177538 仙台三高 西山 日菜  橋野 優樹 
5 F78356 仙台三高 米田 奈穂 西山 日菜 6-0  

F186434 エムズTP 髙橋 美憂 米田 奈穂  
6 F78379 名取北高 大沼 倖瑠 6-1  伊藤 鈴々花 

F148419 宮城第一高 前原 千遥  三浦 涼 
7 F161261 宮城第一高 佐藤 喜都 伊藤 鈴々花 6-3  

F179413 東陵高 伊藤 鈴々花 三浦 涼  
8 F179416 東陵高 三浦 涼 6-3  髙橋 唯 

F177570 仙台二高 郡山 七奈  小鴨 愛可 
9 F177581 仙台二高 伊東 怜菜 齋藤 詩織 6-3  

F161375 東陵高 齋藤 詩織 阿部 和奏  
10 F161211 東陵高 阿部 和奏 6-2  近藤 綾香 

F161290 宮城学院高 小林 香帆  佐藤 亜美 
11 F177585 宮城学院高 咲間 優菜 近藤 綾香 6-0  

F78317 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 近藤 綾香 佐藤 亜美  
12 F78314 泉館山高 佐藤 亜美 6-3  髙橋 唯 

F161302 東陵高 菅原 菖  小鴨 愛可 
13 F161285 東陵高 小倉 潤 菅原 菖 7-5  

F161308 名取北高 青木 姫花 小倉 潤  
14 F161377 名取北高 舩山 留菜 6-1  髙橋 唯 

F186416 仙台高 相澤 葉弥  小鴨 愛可 
15 F186413 仙台高 佐治 莉音 髙橋 唯 6-0  

F78383 エムズTP 髙橋 唯 小鴨 愛可  
16 F78381 仙台育英 小鴨 愛可 6-0  

   
5-6位 松島 聖理奈 3-4位 伊藤 鈴々花 

工藤 里紗 松島 聖理奈 三浦 涼 近藤 綾香 
西山 日菜 工藤 里紗 近藤 綾香 佐藤 亜美 
米田 奈穂 6-3  齋藤 詩織 佐藤 亜美 6-2  
齋藤 詩織 阿部 和奏 
阿部 和奏 齋藤 詩織 6-2  7-8位 西山 日菜 
菅原 菖 阿部 和奏 米田 奈穂 菅原 菖 
小倉 潤 6-4  菅原 菖 小倉 潤 

小倉 潤 6-4  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BD 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

M78404 東北学院高 野中 友貴 
1 M78424 東北学院高 照井 晃太 野中 友貴 

   照井 晃太 
2   Bye  野中 友貴 

M177540 仙台城南高 菅原 謙  照井 晃太 
3 M177536 仙台城南高 阿部 夢叶 菅原 謙 6-0  

   阿部 夢叶  
4   Bye  野中 友貴 

M161314 石巻高 千葉 絢心  照井 晃太 QA
5 M186615 石巻高 渡邊 隆仁 田中 康陽 6-3  

M177598 仙台高 田中 康陽 相澤 達希  
6 M186378 仙台高 相澤 達希 6-0  田中 康陽 

    相澤 達希 
7   Bye 佐々木 航太 6-1  

M177569 宮城第一高 佐々木 航太 青木 一将  
8 M177509 宮城第一高 青木 一将  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BD 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

M78371 仙台向山高 根津 圭佑  
9 M78370 仙台向山高 八柳 翔空 根津 圭佑 

   八柳 翔空 
10   Bye  根津 圭佑 

M179410 仙台商業高 鈴木 大和  八柳 翔空 
11 M161254 仙台商業高 高橋 颯太 鈴木 大和 6-0  

   高橋 颯太  
12   Bye  根津 圭佑 

    八柳 翔空 QB
13   Bye 早川 侑希 6-0  

M186505 仙台東高 早川 侑希 鈴木 翔太  
14 M177655 仙台東高 鈴木 翔太  渡部 成 

    鈴木 新 
15   Bye 渡部 成 7-5  

M161342 東北学院高 渡部 成 鈴木 新  
16 M177541 東北学院高 鈴木 新  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BD 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

M161348 仙台三高 能登谷 陵  
17 M161315 仙台三高 川元 大知 能登谷 陵 

   川元 大知 
18   Bye  能登谷 陵 

M177576 榴ヶ岡高 岩名 拓斗  川元 大知 
19 M177661 榴ヶ岡高 須田 蓮大 岩名 拓斗 6-0  

   須田 蓮大  
20   Bye  能登谷 陵 

    川元 大知 QC
21   Bye 佐藤 立樹 6-4  

M161268 仙台向山高 佐藤 立樹 坂本 匠之介  
22 M177530 仙台向山高 坂本 匠之介  井上 竜之介 

    菅野 了寛 
23   Bye 井上 竜之介 6-3  

M177588 仙台二高 井上 竜之介 菅野 了寛  
24 M177521 仙台二高 菅野 了寛  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BD 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

M161272 仙台三高 山下 一輝  
25 M161287 仙台三高 小田島 廉 山下 一輝 

   小田島 廉 
26   Bye  山下 一輝 

M161363 利府高 北村 優登  小田島 廉 
27 M161311 利府高 石川 悟 北村 優登 w.o. 

   石川 悟  
28   Bye  山下 一輝 

M177525 気仙沼向洋高 畠山 瑠偉  小田島 廉 QD
29 M177672 気仙沼向洋高 菅原 伊織 畠山 瑠偉 6-2  

   菅原 伊織  
30   Bye  佐藤 昂希 

    小野寺 晃士 
31   Bye 佐藤 昂希 6-4  

M161262 富谷高 佐藤 昂希 小野寺 晃士  
32 M161288 富谷高 小野寺 晃士  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BD 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

M78426 東北高 鈴木 拓海  
33 M161300 東北高 須藤 大貴 鈴木 拓海 

   須藤 大貴 
34   Bye  鈴木 拓海 

M177668 多賀城高 小渡 啓介  須藤 大貴 
35 M177667 多賀城高 磯島 颯斗 小渡 啓介 w.o. 

   磯島 颯斗  
36   Bye  川田 歩輝 

    佐藤 央進 QE
37   Bye 美山 柊大 6-3  

 仙台三高 美山 柊大 遠藤 星汰  
38  仙台三高 遠藤 星汰  川田 歩輝 

    佐藤 央進 
39   Bye 川田 歩輝 6-2  

M177568 仙台二高 川田 歩輝 佐藤 央進  
40 M177650 仙台二高 佐藤 央進  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BD 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

M161247 利府高 原 怜我  
41 M148604 利府高 藤田 鼓汰朗 原 怜我 

   藤田 鼓汰朗 
42   Bye  寺澤 俊太 

M172943 仙台高専名取C 丹野 洋祐  村上 尚之 
43 M78394 仙台高専名取C 髙橋 明弥 寺澤 俊太 w.o. 

M186459 仙台二高 寺澤 俊太 村上 尚之  
44 M186463 仙台二高 村上 尚之 2-3 Ret. 高橋 幸汰 

    今野 寛太 QF
45   Bye 松本 陸来 6-3  

M186648 仙台育英 松本 陸来 田村 健太  
46 M177591 仙台育英 田村 健太  高橋 幸汰 

    今野 寛太 
47   Bye 高橋 幸汰 6-2  

M161251 東陵高 高橋 幸汰 今野 寛太  
48 M161256 東陵高 今野 寛太  

   



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GD 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

F177599 常盤木高 大部 愛子 
1 F177626 常盤木高 長谷川 智世 大部 愛子 

   長谷川 智世 
2   Bye  大部 愛子 

F186647 仙台育英 横山 茉南  長谷川 智世 
3 F78353 仙台育英 瀬川 灯 横山 茉南 6-3  

   瀬川 灯  
4   Bye  小林 香帆 

F186488 宮城第一高 鈴木 里沙  咲間 優菜 QA
5 F186489 宮城第一高 齋藤 あおい 小林 香帆 7-6(5)  

F161290 宮城学院高 小林 香帆 咲間 優菜  
6 F177585 宮城学院高 咲間 優菜 6-2  小林 香帆 

    咲間 優菜 
7   Bye 室井 結奈 7-6(4)  

F161278 富谷高 室井 結奈 糸井 有咲  
8 F161277 富谷高 糸井 有咲  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)
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登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

F186536 榴ヶ岡高 工藤 もも  
9 F186550 榴ヶ岡高 齊藤 あづ 工藤 もも 

   齊藤 あづ 
10   Bye  工藤 もも 

F177639 泉高 佐藤 美羽  齊藤 あづ 
11 F177560 泉高 本名 百花 佐藤 美羽 6-1  

   本名 百花  
12   Bye  鈴木 愛佳 

    三浦 菜乃 QB
13   Bye 千葉 真央 6-2  

F177573 多賀城高 千葉 真央 村山 綾菜  
14 F177608 多賀城高 村山 綾菜  鈴木 愛佳 

    三浦 菜乃 
15   Bye 鈴木 愛佳 w.o. 

F179417 東陵高 鈴木 愛佳 三浦 菜乃  
16 F161269 東陵高 三浦 菜乃  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GD 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

F179413 東陵高 伊藤 鈴々花  
17 F179416 東陵高 三浦 涼 伊藤 鈴々花 

   三浦 涼 
18   Bye  伊藤 鈴々花 

F177612 気仙沼向洋高 長田 梨菜  三浦 涼 
19 F177638 気仙沼向洋高 高橋 瑠菜 長田 梨菜 6-1  

   高橋 瑠菜  
20   Bye  伊藤 鈴々花 

    三浦 涼 QC
21   Bye 瀬戸 珠那 6-0  

F186555 名取北高 瀬戸 珠那 阿部 心海  
22 F186552 名取北高 阿部 心海  福田 みちる 

    齋藤 若菜 
23   Bye 福田 みちる 6-3  

F177564 仙台二高 福田 みちる 齋藤 若菜  
24 F177532 仙台二高 齋藤 若菜  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GD 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

F81043 仙台高 小野寺 海珠  
25 F186412 仙台高 岩淵 ゆら 小野寺 海珠 

   岩淵 ゆら 
26   Bye  松島 聖理奈 

F177660 仙台三高 松島 聖理奈  工藤 里紗 
27 F177676 仙台三高 工藤 里紗 松島 聖理奈 6-1  

   工藤 里紗  
28   Bye  松島 聖理奈 

    工藤 里紗 QE
29   Bye 古関 舞菜 6-1  

F186602 利府高 古関 舞菜 徳丸 凜音  
30 F186605 利府高 徳丸 凜音  佐藤 ひより 

    小向 杏奈 
31   Bye 佐藤 ひより w.o. 

F161260 石巻高 佐藤 ひより 小向 杏奈  
32 F186614 石巻高 小向 杏奈  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GD 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

F177539 仙台東高 吉原 果倫  
33 F177640 仙台東高 小島 蒼依 吉原 果倫 

   小島 蒼依 
34   Bye  相澤 葉弥 

F186416 仙台高 相澤 葉弥  佐治 莉音 
35 F186413 仙台高 佐治 莉音 相澤 葉弥 w.o. 

   佐治 莉音  
36   Bye  相澤 葉弥 

    佐治 莉音 QE
37   Bye 元井 幸 6-3  

F186496 仙台向山高 元井 幸 永沼 彩夏  
38 F186492 仙台向山高 永沼 彩夏  生出 栞那 

    高橋 夢來 
39   Bye 生出 栞那 6-4  

F161306 泉館山高 生出 栞那 高橋 夢來  
40 F161252 泉館山高 高橋 夢來  
■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GD 18-予選
登録番号 所属団体 1R 2R 予決 予選勝者 

F161232 宮城第一高 加藤 杏菜  
41 F161350 宮城第一高 畑田 奏実 加藤 杏菜 

   畑田 奏実 
42   Bye  加藤 杏菜 

F186596 常盤木高 伊藤 美優  畑田 奏実 
43 F186597 常盤木高 高橋 茉鈴 伊藤 美優 7-6(1)  

   高橋 茉鈴  
44   Bye  髙橋 美憂 

    大沼 倖瑠 QF
45   Bye 山岡 碧 6-3  

F177630 仙台東高 山岡 碧 阿部 れな  
46 F177587 仙台東高 阿部 れな  髙橋 美憂 

    大沼 倖瑠 
47   Bye 髙橋 美憂 6-4  

F186434 エムズTP 髙橋 美憂 大沼 倖瑠  
48 F78379 名取北高 大沼 倖瑠  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BS 16-本戦
登録番号 所属団体  1R 2R QF SF Final 勝者 

   
1 M78326 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 颯基  

   佐藤 颯基 
2   Bye   

    佐藤 颯基 
3 M78344 宮城第一高 駒田 智大  6-1  

   駒田 智大  
4 M78406 東北学院高 野中 公貴 6-2   

    佐藤 颯基 
5 M78339 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 金谷 明汰  8-1  

   三島 朋之  
6 M78432 R-PROJECT 三島 朋之 6-1   

    三島 朋之 
7   Bye  7-6(3)  

   三宅 皐太  
8 M78393 仙台育英 三宅 皐太   

    佐藤 颯基 
9 M78446 More-Tennis 三浦 怜央  8-5  

   三浦 怜央  
10   Bye   

    三浦 怜央 
11 M186428 エムズTP 大久 弦  6-0  

   佐藤 勇人  
12 M78338 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 勇人 6-0   

    三浦 怜央 
13 M78439 東北学院高 新澤 陸  8-2  

   新澤 陸  
14 M78425 ニューフロンティア 鈴木 慧叶 6-1   

    新澤 陸 
15   Bye  6-1  

   佐藤 聖眞  
16 M148148 ニューフロンティア 佐藤 聖眞   

    五十嵐 涼太 
17 M148062 ウイニングショット 工藤 新  8-4  

   工藤 新  
18   Bye   

    工藤 新 
19 M147965 オレンジ フィールド 横山 瑛大  6-2  

   横山 瑛大  
20 M186616 S C S 桜井 清星 6-1   

    城 義弥 
21 M78410 ニューフロンティア 佐々木 桔平  8-3  

   佐々木 桔平  
22 M148230 ウイニングショット 酒井 虹音 6-3   

    城 義弥 
23   Bye  6-2  

   城 義弥  
24 M78376 仙台三高 城 義弥   

    五十嵐 涼太 
25 M78377 ウイニングショット 五十嵐 昊也  8-2  

   五十嵐 昊也  
26   Bye   

    五十嵐 昊也 
27 M161221 R-PROJECT 一戸 翔冴  6-1  

   川本 航暉  
28 M177681 オレンジ フィールド 川本 航暉 6-0   

    五十嵐 涼太 
29 M161283 オレンジ フィールド 初田 梁彰  8-6  

   古川 陽翔  
30 M148053 ニューフロンティア 古川 陽翔 6-2   

    五十嵐 涼太 
31   Bye  6-0  

   五十嵐 涼太 
32 M78375 仙台育英 五十嵐 涼太  

  3-4位 三浦 怜央 
三浦 怜央 

城 義弥 8-4  
 

5-6位 三島 朋之 
新澤 陸 

新澤 陸 7-6(1)  
五十嵐 昊也 

工藤 新 8-4  
 五十嵐 昊也 
五十嵐 昊也 6-2  

7-8位 三島 朋之 
三島 朋之 

工藤 新 8-4  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GS 16-本戦
登録番号 所属団体 1R SF Final 勝者 

   
1 F148649 仙台育英 夜野 光莉  

   夜野 光莉 
2   Bye   

   武田 祐乃 
3 F148442 ニューフロンティア 小堀 歩乃佳  8-6  

   武田 祐乃 
4 F78355 仙台育英 武田 祐乃 8-5   

   大山 藍 
5 F78380 エムズTP 佐藤 ひかり  8-5  

   松本 爽那 
6 F78384 仙台育英 松本 爽那 6-0   

   大山 藍 
7   Bye  9-8(5)  

   大山 藍 
8 F78431 R-PROJECT 大山 藍  

    3-4位 夜野 光莉 
  夜野 光莉 
  松本 爽那 6-4  
  
   5-6位 小堀 歩乃佳 
   小堀 歩乃佳 
   佐藤 ひかり 6-1  

 

 



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BD 16-本戦
登録番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 

M78375 仙台育英 五十嵐 涼太 
1 M78326 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 颯基 五十嵐 涼太 

   佐藤 颯基 
2   Bye  五十嵐 涼太 

M78432 R-PROJECT 三島 朋之  佐藤 颯基 
3 M78439 東北学院高 新澤 陸 三島 朋之 6-2  

   新澤 陸  
4   Bye  五十嵐 涼太 

M78393 仙台育英 三宅 皐太  佐藤 颯基 
5 M78344 宮城第一高 駒田 智大 三宅 皐太 6-0  

   駒田 智大  
6   Bye  三宅 皐太 

M148148 ニューフロンティア 佐藤 聖眞  駒田 智大 
7 M147965 オレンジ フィールド 横山 瑛大 佐藤 聖眞 6-4  

   横山 瑛大  
8   Bye  五十嵐 涼太 

M161283 オレンジ フィールド 初田 梁彰  佐藤 颯基 
9 M177681 オレンジ フィールド 川本 航暉 佐々木 桔平 6-4  

M78410 ニューフロンティア 佐々木 桔平 古川 陽翔  
10 M148053 ニューフロンティア 古川 陽翔 6-1  五十嵐 昊也 

    工藤 新 
11   Bye 五十嵐 昊也 7-6(4)  

M78377 ウイニングショット 五十嵐 昊也 工藤 新  
12 M148062 ウイニングショット 工藤 新  三浦 怜央 

 ウイニングショット 渡部 歳希  城 義弥 
13 M148230 ウイニングショット 酒井 虹音 佐藤 勇人 6-3  

M78338 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 勇人 金谷 明汰  
14 M78339 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 金谷 明汰 6-3  三浦 怜央 

    城 義弥 
15   Bye 三浦 怜央 6-2  

M78446 More-Tennis 三浦 怜央 城 義弥  
16 M78376 仙台三高 城 義弥  

  
 5-6位 三島 朋之 3-4位 三宅 皐太 
 新澤 陸 佐藤 聖眞 駒田 智大 五十嵐 昊也 
 佐藤 聖眞 横山 瑛大 五十嵐 昊也 工藤 新 
 横山 瑛大 6-3  佐藤 聖眞 工藤 新 6-0  
 佐々木 桔平 横山 瑛大 
 古川 陽翔 佐々木 桔平 6-4  7-8位 三島 朋之 
 佐藤 勇人 古川 陽翔 新澤 陸 三島 朋之 
 金谷 明汰 6-3  佐藤 勇人 新澤 陸 

金谷 明汰 6-1  
 

■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GD 16-本戦
登録番号 所属団体 1 2 3 勝敗 勝率 順位

1 
F148649
F78355

仙台育英

仙台育英

夜野 光莉
武田 祐乃

 6-2  7-6(5)  2-0 1

2 
F78431
F148442

R-PROJECT
ニューフロンティ

ア

大山 藍
小堀 歩乃佳

2-6   4-6  0-2 3

3 
F78380
F78384

エムズTP
仙台育英

佐藤 ひかり
松本 爽那

6-7(5)  6-4   1-1 2

  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BS 12-本戦
登録番号 所属団体  1R 2R QF SF Final 勝者 

   
1 M161360 ウイニングショット 福井 悠生  

   福井 悠生 
2   Bye   

    福井 悠生 
3 M177732 エムズTP 角田 想  6-0  

   一戸 楓輝  
4 M177727 R-PROJECT 一戸 楓輝 7-5   

    福井 悠生 
5 M161359 ウイニングショット 富山 樹生  6-2  

   上松 大和  
6 M177735 R-PROJECT 上松 大和 6-2   

    本郷 拓真 
7 M177709 ウイニングショット 菊地 結太  6-1  

  本郷 拓真  
8 M161365 本郷 拓真 7-5   

   福井 悠生 
9 M179407 髙橋 玲於  8-2  

   髙橋 玲於  
10   Bye   

   髙橋 玲於 
11  大友 好誠  6-0  

   大友 好誠  
12 M161310 R-PROJECT 石原 優輝 6-3   

    髙橋 玲於 
13  ウイニングショット 濱田 瑞貴  6-1  

   前原 柊  
14 M161318 ニューフロンティア 前原 柊 6-3   

   前原 柊 
15 M186402 佐々木 優翔  6-4  

   橋本 暁士  
16 M177721 エムズTP 橋本 暁士 6-1   

    福井 悠生 
17 M161358 ウイニングショット 富樫 剛紀  8-6  

   富樫 剛紀  
18   Bye   

    富樫 剛紀 
19 M177717 ウイニングショット 水嶋 唯人  6-2  

   水嶋 唯人  
20  エムズTP 小野 遼亮 6-2   

    大山 翔大 
21 M177710 ＷＩＴＨ 岩切 宏樹  6-0  

   初田 翔晃  
22 M161284 オレンジ フィールド 初田 翔晃 6-1   

    大山 翔大 
23   Bye  6-1  

   大山 翔大  
24 M161325 R-PROJECT 大山 翔大   

    秋田 敏太 
25 M161338 ウイニングショット 鏑木 廉生  8-2  

   鏑木 廉生  
26   Bye   

    鏑木 廉生 
27 M186635 R-PROJECT 橋口 颯真  6-0  

   右京 颯馬  
28 M177705 ウイニングショット 右京 颯馬 6-3   

    秋田 敏太 
29  エムズTP 齋藤 煌  6-3  

   早坂 晃輔  
30  ニューフロンティア 早坂 晃輔 6-1   

    秋田 敏太 
31   Bye  6-1  

   秋田 敏太  
32 M161282 ウイニングショット 秋田 敏太  

   3-4位 大山 翔大 
5-6位 本郷 拓真 髙橋 玲於 

前原 柊 髙橋 玲於 8-3  
前原 柊 8-5  

鏑木 廉生 7-8位 本郷 拓真  
富樫 剛紀 8-5   富樫 剛紀 

鏑木 廉生 富樫 剛紀 8-4  
鏑木 廉生 6-4  

ダンロップ泉パーク
タウンＴＣ

ダンロップ泉パーク
タウンＴＣ

ダンロップ泉パーク
タウンＴＣ

ダンロップ泉パーク
タウンＴＣ



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GS 12-本戦
登録番号 所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 

   
1 F161352 ウイニングショット 飯田 紗良  

   飯田 紗良 
2   Bye   

    飯田 紗良 
3 F177726 ウイニングショット 鏑木 瑚子  6-0  

   鏑木 瑚子  
4   Bye   

    石澤 優貴 
5   Bye  8-7(4)  

   三浦 朱果  
6  エムズTP 三浦 朱果   

    石澤 優貴 
7   Bye  w.o. 

   石澤 優貴  
8 F179405 ウイニングショット 石澤 優貴   

    石澤 優貴 
9 F179408 ニューフロンティア 八木 寿々  8-3  

   八木 寿々  
10   Bye   

   八木 寿々 
11  七森 愛  6-2  

   七森 愛  
12   Bye   

    八木 寿々 
13   Bye  8-1  

  佐々木 初菜  
14  佐々木 初菜   

    佐々木 初菜 
15   Bye  6-4  

  谷口 柊來  
16  谷口 柊來   

    石澤 優貴 
17 F177730 ウイニングショット 野口 妃奈乃  8-4  

   野口 妃奈乃  
18   Bye   

   野口 妃奈乃 
19  モス 紗々  6-0  

   モス 紗々  
20   Bye   

    畠平 琉羽 
21   Bye  8-3  

   齋藤 芽依  
22 F177734 R-PROJECT 齋藤 芽依   

    畠平 琉羽 
23   Bye  6-0  

   畠平 琉羽  
24 F161351 ウイニングショット 畠平 琉羽   

   畠平 琉羽 
25  ウィルソン 愛麗澄 9-8(3)  

   ウィルソン 愛麗澄  
26   Bye   

    ウィルソン 愛麗澄 

27  リベラ仙台 鈴木 心渚  6-4  
   鈴木 心渚  

28  エムズTP 洞口 瑞希 9-7   
    大槻 向葵 

29   Bye  8-6  
   宇田 星莉  

30 F177792 ウイニングショット 宇田 星莉   
    大槻 向葵 

31   Bye  6-0  
   大槻 向葵  

32 F177722 ニューフロンティア 大槻 向葵  
   3-4位 大槻 向葵 

5-6位 飯田 紗良  八木 寿々 
飯田 紗良 八木 寿々 8-3  

 佐々木 初菜 6-1  
飯田 紗良 7-8位 佐々木 初菜  

野口 妃奈乃 8-6   佐々木 初菜 
野口 妃奈乃 8-4  
7-5  ウィルソン 愛麗澄 

ウィルソン 愛麗澄 

ダンロップ泉パークタウ
ンＴＣ

ダンロップ泉パークタウ
ンＴＣ

ダンロップ泉パークタウ
ンＴＣ

ダンロップ泉パークタウ
ンＴＣ

ダンロップ泉パークタウ
ンＴＣ



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BS 14-本戦
登録番号 所属団体  1R 2R QF SF Final 勝者 

   
1 M78343 ウイニングショット 石川 楓  

   石川 楓 
2   Bye   

    石川 楓 
3 M161263 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 渉  6-0  

   佐藤 渉  
4 M148685 R-PROJECT 福井 大夢 7-6(1)   

    石川 楓 
5   Bye  8-0  

   高倉 旬  
6 M177689 エムズTP 高倉 旬   

    仮屋 透真 
7   Bye  6-3  

   仮屋 透真  
8  SCS 仮屋 透真   

    石川 楓 
9 M148040 ウイニングショット 駒田 大地  8-1  

   駒田 大地  
10   Bye   

    駒田 大地 
11 M179404 R-PROJECT 前田 元気  6-0  

   前田 元気  
12   Bye   

    駒田 大地 
13   Bye  8-6  

   渡邊 拓弥  
14  エムズTP 渡邊 拓弥   

    大山 佳彦 
15   Bye  6-0  

   大山 佳彦  
16 M148457 More-Tennis 大山 佳彦   

    石川 楓 
17 M148589 ウイニングショット 飯田 陽也  8-4  

   飯田 陽也  
18   Bye   

    飯田 陽也 
19 M161309 R-PROJECT 石原 一輝  6-4  

   石原 一輝  
20   Bye   

    今井 勇貴 
21   Bye  8-3  

   吉田 峻  
22 M177535 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 吉田 峻   

    今井 勇貴 
23   Bye  6-0  

   今井 勇貴  
24 M148097 ウイニングショット 今井 勇貴   

    今井 勇貴 
25 M148667 More-Tennis 白鳥 伊吹  8-3  

   白鳥 伊吹  
26   Bye   

    白鳥 伊吹 
27 M161356 ニューフロンティア 尾崎 祐太  6-0  

   尾崎 祐太  
28  エムズTP 阿部 悠摩 6-1   

    安藤 透真 
29   Bye  8-5  

   宮﨑 大地  
30 M161243 エムズTP 宮﨑 大地   

    安藤 透真 
31   Bye  6-2  

   安藤 透真  
32 M147913 ニューフロンティア 安藤 透真  3-4位 安藤 透真 

   安藤 透真 
駒田 大地 8-2  

5-6位 仮屋 透真 
大山 佳彦 

大山 佳彦 6-0  
大山 佳彦 

飯田 陽也 6-4  
 飯田 陽也 
白鳥 伊吹 6-4  

7-8位 仮屋 透真  
 白鳥 伊吹 
白鳥 伊吹 8-4  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GS 14-本戦
登録番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 

   
1 F148369 R-PROJECT 下杉 海寧  

   下杉 海寧 
2   Bye   

    下杉 海寧 
3 F147931 エムズTP 伊藤 理乃  8-0  

   伊藤 理乃  
4 F161367 ウイニングショット 木村 咲彩 6-0   

    宇田 芽衣 
5 F161222 ウイニングショット 宇田 芽衣  w.o. 

   宇田 芽衣  
6  エムズTP 大木 莉音 6-1   

    宇田 芽衣 
7 F161373 ウイニングショット 鈴木 菜々  8-6  

   鈴木 菜々  
8 F186425 エムズTP 佐々木 陽 6-0   

    宇田 芽衣 
9 F177686 ウイニングショット 黄木 綾乃  8-6  

   渡邊 ゆら  
10 F186634 オレンジ フィールド 渡邊 ゆら 6-0   

    雪谷 麻紗 
11   Bye  8-2  

   雪谷 麻紗  
12 F147881 ウイニングショット 雪谷 麻紗   

    野口 妃与里 
13 F161354 気仙沼テニス協会 尾形 聖菜  8-5  

   長内 菜々美  
14 F161337 ウイニングショット 長内 菜々美 6-3    

    野口 妃与里  
15   Bye  8-0   

   野口 妃与里   
16 F148651 ウイニングショット 野口 妃与里  

  
5-6位 伊藤 理乃 3-4位 下杉 海寧 

鈴木 菜々  雪谷 麻紗 
鈴木 菜々 6-0  雪谷 麻紗 w.o. 

鈴木 菜々 
渡邊 ゆら 8-0  7-8位 伊藤 理乃  

渡邊 ゆら  伊藤 理乃 
長内 菜々美 6-4   長内 菜々美 8-0  

 

 



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BD 12-本戦
登録番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 

M161360 ウイニングショット 福井 悠生 
1 M161282 ウイニングショット 秋田 敏太 福井 悠生 

   秋田 敏太 
2   Bye  福井 悠生 

M161284 オレンジ フィールド 初田 翔晃  秋田 敏太 
3 M177732 エムズTP 角田 想 富山 樹生 6-1  

M161359 ウイニングショット 富山 樹生 富樫 剛紀  
4 M161358 ウイニングショット 富樫 剛紀 7-6(1)  福井 悠生 

M161318 ニューフロンティア 前原 柊  秋田 敏太 
5  ニューフロンティア 早坂 晃輔 前原 柊 6-1  

   早坂 晃輔  
6   Bye  前原 柊 

 エムズTP 小野 遼亮  早坂 晃輔 
7  エムズTP 齋藤 煌 小野 遼亮 6-0  

   齋藤 煌  
8   Bye  福井 悠生 

    秋田 敏太 
9   Bye 岩切 宏樹 6-2  

M177710 ＷＩＴＨ 岩切 宏樹 橋本 暁士  
10 M177721 エムズTP 橋本 暁士  大友 好誠 

    髙橋 玲於 
11   Bye 大友 好誠 6-0  

 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 大友 好誠 髙橋 玲於  
12 M179407 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 髙橋 玲於  水嶋 唯人 

    鏑木 廉生 
13   Bye 右京 颯馬 6-3  

M177705 ウイニングショット 右京 颯馬 濱田 瑞貴  
14  ウイニングショット 濱田 瑞貴  水嶋 唯人 

    鏑木 廉生 
15   Bye 水嶋 唯人 6-0  

M177717 ウイニングショット 水嶋 唯人 鏑木 廉生  
16 M161338 ウイニングショット 鏑木 廉生  3-4位 前原 柊 

   早坂 晃輔 大友 好誠 
大友 好誠 髙橋 玲於 
髙橋 玲於 6-2  

■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

BD 14-本戦
登録番号 所属団体 1R SF Final 勝者 

M148097 ウイニングショット 今井 勇貴 
1 M148040 ウイニングショット 駒田 大地 今井 勇貴 

   駒田 大地 
2   Bye  今井 勇貴 

M161356 ニューフロンティア 尾崎 祐太 駒田 大地 
3 M148589 ウイニングショット 飯田 陽也 尾崎 祐太 6-2  

 エムズTP 渡邊 拓弥 飯田 陽也 
4  エムズTP 阿部 悠摩 6-1  大山 佳彦 

M161243 エムズTP 宮﨑 大地 安藤 透真 
5 M177689 エムズTP 高倉 旬 石原 一輝 6-2  

M161309 R-PROJECT 石原 一輝 福井 大夢 
6 M148685 R-PROJECT 福井 大夢 6-3  大山 佳彦 

   安藤 透真 
7   Bye 大山 佳彦 6-1  

M148457 More-Tennis 大山 佳彦 安藤 透真 
8 M147913 ニューフロンティア 安藤 透真  

5-6位 渡邊 拓弥 3-4位 尾崎 祐太 
阿部 悠摩 宮﨑 大地 飯田 陽也 尾崎 祐太 
宮﨑 大地 高倉 旬 石原 一輝 飯田 陽也 
高倉 旬 6-2  福井 大夢 6-4  



■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GD 12-本戦
登録番号 所属団体  1R SF Final 勝者 

F177730 ウイニングショット 野口 妃奈乃 
1 F161352 ウイニングショット 飯田 紗良 野口 妃奈乃 

   飯田 紗良 
2   Bye  畠平 琉羽 

F161351 ウイニングショット 畠平 琉羽 石澤 優貴 
3 F179405 ウイニングショット 石澤 優貴 畠平 琉羽 6-3  

 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 七森 愛 石澤 優貴 
4  ダンロップ泉パークタウンＴＣ 谷口 柊來 6-1  八木 寿々 

F177792 ウイニングショット 宇田 星莉 大槻 向葵 
5 F177726 ウイニングショット 鏑木 瑚子 ウィルソン 愛麗澄 6-3  

 ダンロップ泉パークタウンＴＣ ウィルソン 愛麗澄 佐々木 初菜 
6  ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐々木 初菜 6-1  八木 寿々 

 エムズTP 三浦 朱果 大槻 向葵 
7  エムズTP 洞口 瑞希 八木 寿々 6-1  

F179408 ニューフロンティア 八木 寿々 大槻 向葵 
8 F177722 ニューフロンティア 大槻 向葵 6-0  

   
   3-4位 野口 妃奈乃 
   飯田 紗良 野口 妃奈乃 

   ウィルソン 愛麗澄 飯田 紗良 
   佐々木 初菜 8-2  

■全日本ジュニア 2021宮城県予選（U-18.16.14.12)

GD 14-本戦
登録番号 所属団体  1R SF Final 勝者 

F148369 R-PROJECT 下杉 海寧 
1 F147881 ウイニングショット 雪谷 麻紗 下杉 海寧 

   雪谷 麻紗 
2   Bye  下杉 海寧 

F148651 ウイニングショット 野口 妃与里 雪谷 麻紗 
3 F161337 ウイニングショット 長内 菜々美 野口 妃与里 8-5  

   長内 菜々美 
4   Bye  下杉 海寧 

F161367 ウイニングショット 木村 咲彩 雪谷 麻紗 
5 F186634 オレンジ フィールド 渡邊 ゆら 伊藤 理乃 6-4  

F147931 エムズTP 伊藤 理乃 佐々木 陽 
6 F186425 エムズTP 佐々木 陽 6-4  宇田 芽衣 

   鈴木 菜々 
7   Bye 宇田 芽衣 6-1  

F161222 ウイニングショット 宇田 芽衣 鈴木 菜々 
8 F161373 ウイニングショット 鈴木 菜々  

   3-4位 野口 妃与里 
   長内 菜々美 野口 妃与里 
   伊藤 理乃 長内 菜々美 
   佐々木 陽 6-1  
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