
2020 年度 宮城県ジュニアテニスサーキット 第 3 戦 ブリヂストンカップ
GS 12

登録番号 所属団体 1R SF Final 勝者 
   

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

2   Bye   
    宇田 芽衣 

3 F161222 ウイニングショット 宇田 芽衣  8-6
   宇田 芽衣  

4 F161337 ウイニングショット 長内 菜々美 8-0  
    鈴木 菜々

5 F161352 ウイニングショット 飯田 紗良  8-6
   鈴木 菜々  

6 F161373 ウイニングショット 鈴木 菜々 8-1  
    鈴木 菜々

7   Bye  8-6
   髙橋 芽衣  

8 F148717 エムズTP 髙橋 芽衣  
  
  順位 3-4 野口 妃与里  
   野口 妃与里 
  髙橋 芽衣 8-5

順位 5-6 長内 菜々美  

 長内 菜々美 

飯田 紗良 8-5

    

2020 年度 宮城県ジュニアテニスサーキット 第 3 戦 ブリヂストンカップ
GS 14

選手登録番号 所属団体 1 2 3 順位

1 F177686  ウイニングショット  黄木 綾乃   6-4 6-4 Win W.O 1位

2 F161353  気仙沼テニス協会  尾形 彩葉  4-6 4-6  Win W.O 2位

3     Bye  Los W.O Los W.O   



2020 年度 宮城県ジュニアテニスサーキット 第 3 戦 ブリヂストンカップ
BS 12

登録番号 所属団体 １R QF SF Final 勝者 
   

1 M161325 R-PROJECT 大山 翔大  
   大山 翔大 

2   Bye 8-1  
    大山 翔大 

3 M161359 ウイニングショット 富山 樹生   
   橋本 暁士  

4 M177721 エムズTP 橋本 暁士 8-2  
    大山 翔大 

5 M161310 S C S 石原 一輝  8-3
   石原 一輝  

6   Bye   
    石原 一輝 

7  R-PROJECT 石原 優輝  8-2
   水嶋 唯人  

8 M177717 ウイニングショット 水嶋 唯人 8-2  
    大山 翔大 

9   Bye  8-1
   前原 柊  

10 M161318 ニューフロンティア 前原 柊   
    前原 柊 

11 M177704 ニューフロンティア 早坂 晃輔  8-6
   早坂 晃輔  

12 M161365 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 本郷 拓真 8-0  
     前原 柊

13   Bye  8-6
   鏑木 廉生  

14 M161338 ウイニングショット 鏑木 廉生   
    鏑木 廉生 

15   Bye  8-1
   富樫 剛紀  

16 M161358 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 富樫 剛紀  
    
  順位 3-4 石原 一輝  
    石原 一輝
  鏑木 廉生 8-4



2020 年度 宮城県ジュニアテニスサーキット 第 3 戦 ブリヂストンカップ
BS 14

登録番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 
   

1 M148699 R-PROJECT 鈴木 春人  
   鈴木 春人 

2   Bye   
    鈴木 春人

3 M148230 ウイニングショット 酒井 虹音  8-0
     

4 M161221 オレンジ フィールド 一戸 翔冴 8-5  
    鈴木 春人 

5 M148589 ウイニングショット 飯田 陽也  8-3
   飯田 陽也  

6 M177689 エムズTP 高倉 旬 8-1  
    飯田 陽也

7  ウィニングショット 渡部 歳希  8-0
     

8 M148676 リベラ仙台 鈴木 悠仁 8-7  
    今井 勇貴

9 M148382 R-PROJECT 角田 龍斗  8-3
   角田 龍斗  

10 M161243 エムズTP 宮﨑 大地 8-5  
    大泉 恒 

11  秋田アスレティッククラブ 大泉 恒  8-4
   大泉 恒  

12 M148379 R-PROJECT 仮屋 透真 8-1  
    今井 勇貴

13 M161263 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 渉  8-2

   佐藤 渉  
14 M148685 R-PROJECT 福井 大夢 8-2  

    今井 勇貴
15   Bye  8-0

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

    
  順位 3-4 飯田 陽也  
   飯田 陽也 
  大泉 恒 8-5
   
  



2020 年度 宮城県ジュニアテニスサーキット 第 3 戦 ブリヂストンカップ
練習マッチ

 
高倉 旬  飯田 陽也  
 高倉 旬  飯田 陽也
酒井 虹音 6-4 富山 樹生 6-2
    
富山 樹生  今井 勇貴  
 富山 樹生   今井 勇貴
石原 優輝 7-5 鏑木 廉生 6-0
    
鏑木 廉生  本郷 拓真  
 水嶋 唯人  飯田 陽也
水嶋 唯人 6-2 飯田 陽也 6-1
    
飯田 陽也  飯田 紗良  
 飯田 陽也  今井 勇貴 
高倉 旬 6-0 今井 勇貴 6-0
    
今井 勇貴  富山 樹生  
 今井 勇貴  鏑木 廉生
富山 樹生 6-0 鏑木 廉生 6-1
    
本郷 拓真  橋本 暁士  
 本郷 拓真  水嶋 唯人
橋本 暁士 6-4 水嶋 唯人 7-5
    
飯田 陽也  飯田 紗良  
 飯田 陽也  飯田 陽也
鏑木 廉生 6-0 飯田 陽也 6-0
    
今井 勇貴  
 今井 勇貴 
水嶋 唯人 6-0

 


