
2019 年度 宮城県冬季ジュニアテニス大会(U－18・16・14・12)
BS 16

登録番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 
   

1 M78372 ウイニングショット 齋藤 駿斗  
   齋藤 駿斗 

2   Bye   
    齋藤 駿斗 

3 M78439 R-PROJECT 新澤 陸  8-0  
   新澤 陸  

4 M78336 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 菅原 惇也 9-8(2)   
    齋藤 駿斗 

5 M78432 R-PROJECT 三島 朋之  8-2  
   三島 朋之  

6 M148307 S C S 松本 陸來 8-0   
    三島 朋之 

7 M78456 気仙沼テニス協会 佐藤 睦起  8-3  
   佐藤 睦起  

8 M161370 東北学院中 林 龍之介 8-1   
    齋藤 駿斗 

9 M161235 東北学院中 笠原 麟太郎  8-3  
   古川 陽翔  

10 M148053 ニューフロンティア 古川 陽翔 8-1   
    古川 陽翔 

11   Bye  9-8(5)  
   プラント ノア  

12 M78321 ダンロップ泉パークタウンＴＣ プラント ノア   
    駒田 智大 

13  ダンロップ泉パークタウンＴＣ 三塚 凛乃介  8-1  
   佐藤 大河  

14 M78392 エムズTP 佐藤 大河 8-0   
    駒田 智大 

15   Bye  8-1  
   駒田 智大  

16 M78344 ウイニングショット 駒田 智大  
    
順位 5-8 新澤 陸  順位 3-4 三島 朋之  

 新澤 陸  三島 朋之 
佐藤 睦起 6-2   古川 陽翔 6-1  
  プラント ノア  
プラント ノア  6-2  
 プラント ノア  順位 7-8 佐藤 睦起  
佐藤 大河 w.o.  佐藤 睦起 

  Bye Not Played 
  
  
  
    
  
  
  
    



2019 年度 宮城県冬季ジュニアテニス大会(U－18・16・14・12)
GS 16

登録番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 
   

1 F78427 R-PROJECT 千葉 瑠子  
   千葉 瑠子 

2   Bye   
    千葉 瑠子 

3 F78384 エムズTP 松本 爽那  8-0  
   橋野 優樹  

4 F78441 ウイニングショット 橋野 優樹 8-1   
    千葉 瑠子 

5 F78357 ウイニングショット 佐藤 美月  8-1  
   佐藤 美月  

6   Bye   
    佐藤 美月 

7   Bye  8-3  
   武田 祐乃  

8 F78355 ウイニングショット 武田 祐乃   
    城 碧海 

9 F148649 ウイニングショット 夜野 光莉  8-1  
   夜野 光莉  

10   Bye   
    下原 茉莉佳 

11   Bye  8-4  
   下原 茉莉佳  

12 F78352 仙台育英 下原 茉莉佳   
    城 碧海 

13 F78383 エムズTP 髙橋 唯  8-1  
   髙橋 唯  

14 F78380 R-PROJECT 佐藤 ひかり 8-4   
    城 碧海 

15   Bye  8-3  
   城 碧海  

16 F78354 ウイニングショット 城 碧海  
    
順位 5-8 橋野 優樹  順位 3-4 佐藤 美月  

 武田 祐乃  下原 茉莉佳 
武田 祐乃 6-4   下原 茉莉佳 7-5  
  武田 祐乃  
夜野 光莉  6-4  順位 7-8 橋野 優樹  
 夜野 光莉   橋野 優樹 
髙橋 唯 6-1  髙橋 唯 6-1  

  
  
  
  
    
  
  
  



2019 年度 宮城県冬季ジュニアテニス大会(U－18・16・14・12)
BS 14

登録番号 所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 
   

1 M78375 ウイニングショット 五十嵐 涼太  
   五十嵐 涼太 

2   Bye   
    五十嵐 涼太 

3 M78410 ニューフロンティア 佐々木 桔平  8-1  
   佐々木 桔平  

4 M147965 オレンジ フィールド 横山 瑛大 8-4   
    五十嵐 涼太 

5 M161216 東北学院中 伊藤 寿哉  8-1  
   三宅 皐太  

6 M78393 エムズTP 三宅 皐太 8-0   
    工藤 新 

7  エムズテニスパーク 高倉 旬  8-6  
   工藤 新  

8 M148062 ウイニングショット 工藤 新 8-0   
    五十嵐 涼太 

9 M78446 More-Tennis 三浦 怜央  8-1  
   三浦 怜央  

10 M148089 ニューフロンティア 高橋 遼來 8-0   
    三浦 怜央 

11 M78338 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 勇人  9-8(5)  
   佐藤 勇人  

12  オレンジ フィールド 川本 航暉 8-3   
    永嶋 煌 

13 M148097 ウイニングショット 今井 勇貴  8-6  
   今井 勇貴  

14 M148148 S C S 佐藤 聖眞 8-4   
    永嶋 煌 

15 M148457 More-Tennis 大山 佳彦  8-0  
   永嶋 煌  

16 M143817 R-PROJECT 永嶋 煌 8-0   
    五十嵐 涼太 

17 M78343 ウイニングショット 石川 楓  8-4  
   石川 楓  

18 M161263 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 渉 8-0   
    石川 楓 

19 M148040 ウイニングショット 駒田 大地  8-3  
   駒田 大地  

20 M148008 オレンジ フィールド 菊地 凛翔 8-0   
    城 義弥 

21 M78339 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 金谷 明汰  8-4  
   金谷 明汰  

22 M148230 ウイニングショット 酒井 虹音 8-2   
    城 義弥 

23 M148382 R-PROJECT 角田 龍斗  8-0  
   城 義弥  

24 MG4070 ウイニングショット 城 義弥 8-1   
    佐藤 颯基 

25 M78378 ウイニングショット 小堤 慶太  8-3  
   小堤 慶太  

26  エムズテニスパーク 太田 和磨 8-2   
    小堤 慶太 

27 M78377 ウイニングショット 五十嵐 昊也  8-1  
   五十嵐 昊也  

28 M161283 オレンジ フィールド 初田 梁彰 8-0   
    佐藤 颯基 

29 M78406 東北学院中 野中 公貴  8-1  
   野中 公貴  

30  エムズTP 宮﨑 大地 8-1   
    佐藤 颯基 

31   Bye  8-1  
   佐藤 颯基  

32 M78326 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 颯基  



    
  順位 3-4 永嶋 煌  
   永嶋 煌 
  城 義弥 6-1  
   
  順位 5-8 工藤 新  
   三浦 怜央 
  三浦 怜央 6-3   
    三浦 怜央 
  石川 楓  7-6(5)  
   小堤 慶太  
  小堤 慶太 7-5  
    
  順位 7-8 工藤 新  
   石川 楓 
  石川 楓 6-2  
    



2019 年度 宮城県冬季ジュニアテニス大会(U－18・16・14・12)
GS 14

登録番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 
   

1 F148442 R-PROJECT 小堀 歩乃佳  
   小堀 歩乃佳 

2   Bye   
    小堀 歩乃佳 

3 F147889 ダンロップ泉パークタウンＴＣ プラント エリシャ  8-0  
   プラント エリシャ  

4  ウイニングショット 黄木 綾乃 8-4   
    小堀 歩乃佳 

5 F148369 R-PROJECT 下杉 海寧  8-3  
   下杉 海寧  

6   Bye   
    下杉 海寧 

7   Bye  8-5  
   雪谷 麻紗  

8 F147881 ウイニングショット 雪谷 麻紗   
    鈴木 梨愛 

9 F148702 オレンジ フィールド 齋藤 怜依  9-7  
   齋藤 怜依  

10 F161336 ニューフロンティア 長井 都和 8-0   
    大山 藍 

11   Bye  8-0  
   大山 藍  

12 F78431 R-PROJECT 大山 藍   
    鈴木 梨愛 

13 F161353 気仙沼テニス協会 尾形 彩葉  8-3  
   伊藤 理乃  

14 F147931 エムズTP 伊藤 理乃 w.o.  
    鈴木 梨愛 

15   Bye  8-0  
   鈴木 梨愛  

16 F78445 ウイニングショット 鈴木 梨愛  
    
順位 5-8 プラント エリシャ  順位 3-4 下杉 海寧  

 雪谷 麻紗  大山 藍 
雪谷 麻紗 6-0   大山 藍 6-3  
  雪谷 麻紗  
齋藤 怜依  6-0  順位 7-8 プラント エリシャ  
 伊藤 理乃   齋藤 怜依 
伊藤 理乃 6-4  齋藤 怜依 6-3  

  
  
  
  
    
  
  
  
    



2019 年度 宮城県冬季ジュニアテニス大会(U－18・16・14・12)
BS 12

登録番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 
   

1 M78437 R-PROJECT 田畑 遼  
   田畑 遼 

2 M161318 ニューフロンティア 前原 柊 8-0   
    田畑 遼 

3 M161360 ウイニングショット 福井 悠生  8-0  
   福井 悠生  

4 M148463 R-PROJECT 上田 瑛仁 8-2   
    田畑 遼 

5 M148411 ウイニングショット 川田 奏太朗  8-0  
   川田 奏太朗  

6 M161325 R-PROJECT 大山 翔大 8-6   
    飯田 陽也 

7 M148589 ウイニングショット 飯田 陽也  8-4  
   飯田 陽也  

8 M161238 ウイニングショット 吉川 寛 w.o.  
    田畑 遼 

9 M148685 R-PROJECT 福井 大夢  8-1  
   白鳥 伊吹  

10 M148667 R-PROJECT 白鳥 伊吹 8-2   
    仮屋 透真 

11 M161310 S C S 石原 一輝  8-2  
   仮屋 透真  

12 M148379 R-PROJECT 仮屋 透真 8-0   
    鈴木 春人 

13  ダンロップ泉パークタウンＴＣ 富樫 剛紀  8-1  
   秋田 敏太  

14  ウイニングショット 秋田 敏太 8-1   
    鈴木 春人 

15 M161284 オレンジ フィールド 初田 翔晃  8-1  
   鈴木 春人  

16 M148699 R-PROJECT 鈴木 春人 8-0  
    
順位 5-8 福井 悠生  順位 3-4 飯田 陽也  

 福井 悠生  仮屋 透真 
川田 奏太朗 7-5   仮屋 透真 6-3  
  白鳥 伊吹  
白鳥 伊吹  6-2  
 白鳥 伊吹  順位 7-8 川田 奏太朗  
秋田 敏太 7-5   川田 奏太朗 

  秋田 敏太 6-2  
  
  
  
    
  
  
  
    



2019 年度 宮城県冬季ジュニアテニス大会(U－18・16・14・12)
GS 12

登録番号 所属団体 1R SF Final 勝者 
   

1 F148540 R-PROJECT 早坂 来麗愛  
   早坂 来麗愛 

2 F161337 ウイニングショット 長内 菜々美 8-0   
    早坂 来麗愛 

3 F148717 エムズTP 髙橋 芽衣  8-1  
   髙橋 芽衣  

4 F161373 ウイニングショット 鈴木 菜々 8-0   
    早坂 来麗愛 

5 F161239 ウイニングショット 吉川 澪  8-1  
   宇田 芽衣  

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

7 F161354 気仙沼テニス協会 尾形 聖菜  8-6  
   野口 妃与里  

8 F148651 ウイニングショット 野口 妃与里 w.o. 
    
  順位 3-4 髙橋 芽衣  
   野口 妃与里 
  野口 妃与里 7-5  
    
  順位 5-8 長内 菜々美  
   鈴木 菜々 
  鈴木 菜々 6-4   
    鈴木 菜々 
  Bye   
     
  Bye Not Played 
    
  順位 7-8 長内 菜々美  
   長内 菜々美 
    
   


