
[ジュニア_DUNLOP] 2022 DUNLOPジュニア宮城県(14・12)
BS 12

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  ダンロップ泉パークタウンＴＣ 石毛 透季  8-0  
   石毛 透季  

4 M186389 リベラ仙台 柴山 洸大 w.o.  
    福井 悠生 

5 M177719 リベラ仙台 野田 凌成  8-0  
   菅崎 晄世  

6  More‐Tennis 菅崎 晄世 8-5   
    上松 大和 

7   Bye  8-4  
   上松 大和  

8 M177735 R-PROJECT 上松 大和   
    福井 悠生 

9 M186406 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 大友 好誠  8-0  
   大友 好誠  

10   Bye   
    大友 好誠 

11 M186621 ウイニングショット 太田 蓮音  8-1  
   太田 蓮音  

12 M177727 R-PROJECT 一戸 楓輝 8-5   
    大友 好誠 

13   Bye  8-1  
   川村 瑠音  

14 M177728 ウイニングショット 川村 瑠音   
    川村 瑠音 

15   Bye  9-7  
   橋口 颯真  

16 M186635 R-PROJECT 橋口 颯真   
    福井 悠生 

17 M161310 R-PROJECT 石原 優輝  8-0  
   石原 優輝  

18   Bye   
    石原 優輝 

19  ダンロップ仙台ＴＣ 古川 遼  8-0  
   古川 遼  

20   Bye   
    水嶋 唯人 

21 M186618 ウイニングショット 鬼柳 和輝  8-4  
   角田 想  

22 M177732 エムズTP 角田 想 8-5   
    水嶋 唯人 

23   Bye  8-1  
   水嶋 唯人  

24 M177717 ウイニングショット 水嶋 唯人   
    水嶋 唯人 

25 M161359 ウイニングショット 富山 樹生  8-3  
   富山 樹生  

26   Bye   
    富山 樹生 

27 M177725 More‐Tennis 高梨 優人  9-8(5)  
   高梨 優人  

28  ダンロップ泉パークタウンＴＣ 阿部 将大 8-2   
    橋本 暁士 

29 M186423 ニューフロンティア 毛利 悠  8-0  
   毛利 悠  

30 M177716 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 吉田 隼 8-3   
    橋本 暁士 

31   Bye  8-0  
   橋本 暁士  

32 M177721 エムズTP 橋本 暁士  
    
  順位 3-4 大友 好誠  
   大友 好誠 
  橋本 暁士 8-2  
   
  順位 5-8 上松 大和  
   上松 大和 

 川村 瑠音 7-6(4)   

    石原 優輝 
  石原 優輝  6-3  
   石原 優輝  
  富山 樹生 6-1  
    
  順位 7-8 川村 瑠音  
   川村 瑠音 
  富山 樹生 7-5  
   
  



[ジュニア_DUNLOP] 2022 DUNLOPジュニア宮城県(14・12)
GS 12

登録番号 所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 
   

1 F179405 ウイニングショット 石澤 優貴  
   石澤 優貴 

2   Bye   
    石澤 優貴 

3 F186408 PhoeniⅩ 谷口 柊來  8-1  
   鈴木 心渚  

4 F186391 リベラ仙台 鈴木 心渚 8-2   
    石澤 優貴 

5   Bye  8-0  
   伊藤 志穂  

6 F177718 R-PROJECT 伊藤 志穂   
    佐々木 初菜 

7   Bye  w.o. 
   佐々木 初菜  

8 F186401 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐々木 初菜   
    石澤 優貴 

9 F177730 ウイニングショット 野口 妃奈乃  8-3  
   野口 妃奈乃  

10   Bye   
    野口 妃奈乃 

11 F186420 ニューフロンティア 星 侑花  8-0  
   大沼 怜愛  

12  エムズTP 大沼 怜愛 8-3   
    ウィルソン 愛麗澄 

13   Bye  8-3  
   毛利 奈夏  

14 F186422 ニューフロンティア 毛利 奈夏   
    ウィルソン 愛麗澄 

15   Bye  w.o. 
   ウィルソン 愛麗澄  

16 F186398 ダンロップ泉パークタウンＴＣ ウィルソン 愛麗澄   
    石澤 優貴 

17 F186644 More‐Tennis 番場 琴葉  8-2  
   番場 琴葉  

18   Bye   
    七森 愛 

19 F186405 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 七森 愛  9-7  
   七森 愛  

20   Bye   
    飯田 紗良 

21 F177734 R-PROJECT 齋藤 芽依  8-2  
   齋藤 芽依  

22 F177731 リベラ仙台 成田 憩 8-4   
    飯田 紗良 

23   Bye  8-1  
   飯田 紗良  

24 F161352 ウイニングショット 飯田 紗良   
    飯田 紗良 

25 F177726 ウイニングショット 鏑木 瑚子  9-8(4)  
   鏑木 瑚子  

26   Bye   
    モス 紗々 

27 F186399 ダンロップ泉パークタウンＴＣ モス 紗々  8-0  
   モス 紗々  

28   Bye   
    大槻 向葵 

29 F186639 More‐Tennis 小林 楓香  8-3  
   小林 楓香  

30 F177792 ウイニングショット 宇田 星莉 8-4   
    大槻 向葵 

31   Bye  8-0  
   大槻 向葵  順位 3-4 ウィルソン 愛麗澄  

32 F177722 ニューフロンティア 大槻 向葵   ウィルソン 愛麗澄 

   大槻 向葵 6-4  
  
  順位 5-8 佐々木 初菜  
   野口 妃奈乃 
  野口 妃奈乃 6-1   
    野口 妃奈乃 
  七森 愛  6-1  
   モス 紗々  
  モス 紗々 6-2  
    
  順位 7-8 佐々木 初菜  
   佐々木 初菜 
  七森 愛 6-1  
  
  
  
   
  



[ジュニア_DUNLOP] 2021 冬季ジュニアテニス選手権大会(18・16・14・12)

BD 12

登録番号 所属団体 1R SF Final 勝者 
M177717 ウイニングショット 水嶋 唯人 

1 M161360 ウイニングショット 福井 悠生 水嶋 唯人 
   福井 悠生 

2   Bye  水嶋 唯人 
    福井 悠生 

3   Bye 安田 祐太 8-1  
 ウイニングショット 安田 祐太 川村 瑠音  

4 M177728 ウイニングショット 川村 瑠音  水嶋 唯人 
M177721 エムズTP 橋本 暁士  福井 悠生 

5 M177732 エムズTP 角田 想 橋本 暁士 8-0  
M186621 ウイニングショット 太田 蓮音 角田 想  

6 M161359 ウイニングショット 富山 樹生 8-1  橋本 暁士 
    角田 想 

7   Bye 上松 大和 9-8(8)  
M177735 R-PROJECT 上松 大和 石原 優輝  

8 M161310 R-PROJECT 石原 優輝  
   安田 祐太 
  順位 3-4 川村 瑠音 安田 祐太 
  上松 大和 川村 瑠音 
  石原 優輝 6-1  



[ジュニア_DUNLOP] 2022 DUNLOPジュニア宮城県(14・12)
GD 12

登録番号 所属団体 １R QF SF Final 勝者 
F179405 ウイニングショット 石澤 優貴 

1 F161352 ウイニングショット 飯田 紗良 石澤 優貴 
   飯田 紗良 

2   Bye  石澤 優貴 
 エムズTP 大沼 怜愛  飯田 紗良 

3 F177792 ウイニングショット 宇田 星莉 大沼 怜愛 8-0  
   宇田 星莉  

4   Bye  石澤 優貴 
F186398 ダンロップ泉パークタウンＴＣ ウィルソン 愛麗澄  飯田 紗良 

5 F186401 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐々木 初菜 ウィルソン 愛麗澄 8-5  
   佐々木 初菜  

6   Bye  ウィルソン 愛麗澄 

F177718 R-PROJECT 伊藤 志穂  佐々木 初菜 
7 F177734 R-PROJECT 齋藤 芽依 伊藤 志穂 8-4  

   齋藤 芽依  
8   Bye  石澤 優貴 

    飯田 紗良 
9   Bye 成田 憩 8-6  

F177731 リベラ仙台 成田 憩 鈴木 心渚  
10 F186391 リベラ仙台 鈴木 心渚  モス 紗々 

    七森 愛 
11   Bye モス 紗々 8-1  

F186399 ダンロップ泉パークタウンＴＣ モス 紗々 七森 愛  
12 F186405 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 七森 愛  モス 紗々 

F186639 More‐Tennis 小林 楓香  七森 愛 
13 F186644 More‐Tennis 番場 琴葉 小林 楓香 8-3  

F186420 ニューフロンティア 星 侑花 番場 琴葉  
14 F186422 ニューフロンティア 毛利 奈夏 8-2  野口 妃奈乃 

    鏑木 瑚子 
15   Bye 野口 妃奈乃 8-2  

F177730 ウイニングショット 野口 妃奈乃 鏑木 瑚子  
16 F177726 ウイニングショット 鏑木 瑚子  

   ウィルソン 愛麗澄 

  順位 3-4 佐々木 初菜 ウィルソン 愛麗澄 

  野口 妃奈乃 佐々木 初菜 
  鏑木 瑚子 8-1  
  大沼 怜愛  
  順位 5-8 宇田 星莉 伊藤 志穂 
  伊藤 志穂 齋藤 芽依 
  齋藤 芽依 6-0  小林 楓香 
  成田 憩  番場 琴葉 
  鈴木 心渚 小林 楓香 8-6  
  小林 楓香 番場 琴葉  
  番場 琴葉 7-5  
    大沼 怜愛 
  順位 7-8 宇田 星莉   大沼 怜愛 
  成田 憩 宇田 星莉 
  鈴木 心渚 6-3  
   
  



[ジュニア_DUNLOP] 2022 DUNLOPジュニア宮城県(14・12)
BS 14

登録番号 所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 
   

1 M148699 R-PROJECT 鈴木 春人  
   鈴木 春人 

2   Bye   
    鈴木 春人 

3 M177705 ウイニングショット 右京 颯馬  8-0  
   早坂 晃輔  

4 M177704 ニューフロンティア 早坂 晃輔 8-2   
    鈴木 春人 

5 M161356 ニューフロンティア 尾崎 祐太  8-5  
   大山 翔大  

6 M161325 R-PROJECT 大山 翔大 8-1   
    髙橋 玲於 

7 M186424 エムズTP 阿部 悠摩  8-3  
   髙橋 玲於  

8 M179407 R-PROJECT 髙橋 玲於 8-0   
    鈴木 春人 

9 M148667 More‐Tennis 白鳥 伊吹  8-3  
   白鳥 伊吹  

10   Bye   
    白鳥 伊吹 

11 M161318 ニューフロンティア 前原 柊  8-2  
   前原 柊  

12 M177711 エムズTP 齋藤 煌 8-4   
    白鳥 伊吹 

13 M177710 ＷＩＴＨ 岩切 宏樹  8-4  
   富樫 剛紀  

14 M161358 ウイニングショット 富樫 剛紀 8-0   
    飯田 陽也 

15   Bye  8-0  
   飯田 陽也  

16 M148589 ウイニングショット 飯田 陽也   
    鈴木 春人 

17 M161338 ウイニングショット 鏑木 廉生  8-1  
   鏑木 廉生  

18 M179404 R-PROJECT 前田 元気 8-3   
    鏑木 廉生 

19 M161284 オレンジ フィールド 初田 翔晃  8-3  
   初田 翔晃  

20 M186624 ウイニングショット 濱田 瑞貴 8-0   
    石原 一輝 

21 M186427 エムズTP 小野 遼亮  8-6  
   菊地 結太  

22 M177709 ウイニングショット 菊地 結太 8-4   
    石原 一輝 

23   Bye  8-1  
   石原 一輝  

24 M161309 R-PROJECT 石原 一輝   
    仮屋 透真 

25 M148685 R-PROJECT 福井 大夢  8-1  
   福井 大夢  

26   Bye   
    福井 大夢 

27 M177698 リベラ仙台 高橋 慧吾  9-7  
   高橋 慧吾  

28  オレンジフィールド 鈴木 柊翔 8-1   
    仮屋 透真 

29 M186623 ウイニングショット 千葉 晴太  8-3  
   本郷 拓真  

30 M161365 ダンロップ仙台ＴＣ 本郷 拓真 8-5   
    仮屋 透真 

31   Bye  8-0  
   仮屋 透真  

32 M148379 SCS 仮屋 透真  
    
  順位 3-4 白鳥 伊吹  
   白鳥 伊吹 
  石原 一輝 6-0  

   

  順位 5-8 髙橋 玲於  
   飯田 陽也 
  飯田 陽也 6-2   
    飯田 陽也 
  鏑木 廉生  6-2  
   鏑木 廉生  
  福井 大夢 6-3  
    
  順位 7-8 髙橋 玲於  
   髙橋 玲於 
  福井 大夢 6-0  
   
  



[ジュニア_DUNLOP] 2022 DUNLOPジュニア宮城県(14・12)
GS 14

登録番号 所属団体 １R QF SF Final 勝者 
   

1 F161222 ウイニングショット 宇田 芽衣  
   宇田 芽衣 

2   Bye   
    宇田 芽衣 

3 F161351 ウイニングショット 畠平 琉羽  8-2  
   畠平 琉羽  

4 F186426 エムズTP 三浦 朱果 8-3   
    髙橋 芽衣 

5 F148717 ウイニングショット 髙橋 芽衣  8-2  
   髙橋 芽衣  

6   Bye   
    髙橋 芽衣 

7 F161337 ウイニングショット 長内 菜々美  8-5  
   長内 菜々美  

8 F186641 More‐Tennis 番場 葉奈 8-0   
    野口 妃与里 

9 F186432 エムズTP 洞口 瑞希  8-3  
   八木 寿々  

10 F179408 ニューフロンティア 八木 寿々 8-0   
    鈴木 菜々 

11   Bye  8-1  
   鈴木 菜々  

12 F161373 ウイニングショット 鈴木 菜々   
    野口 妃与里 

13 F186998 ウイニングショット 白谷 明日奏  8-3  
   佐々木 陽  

14 F186425 エムズTP 佐々木 陽 8-0   
    野口 妃与里 

15   Bye  8-2  
   野口 妃与里  

16 F148651 ウイニングショット 野口 妃与里  
    
  順位 3-4 宇田 芽衣  
   宇田 芽衣 
  鈴木 菜々 8-6  
    
  順位 5-8 畠平 琉羽  
   長内 菜々美 
  長内 菜々美 8-1   
    長内 菜々美 
  八木 寿々  6-3  
   八木 寿々  
  佐々木 陽 8-1  
    
  順位 7-8 畠平 琉羽  
   佐々木 陽 
  佐々木 陽 8-2  
   
  



[ジュニア_DUNLOP] 2022 DUNLOPジュニア宮城県(14・12)
BD 14

登録番号 所属団体 １R QF SF Final 勝者 
M161325 R-PROJECT 大山 翔大 

1 M148699 R-PROJECT 鈴木 春人 大山 翔大 
M186406 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 大友 好誠 鈴木 春人 

2 M177710 ＷＩＴＨ 岩切 宏樹 8-0  大山 翔大 
M161356 ニューフロンティア 尾崎 祐太  鈴木 春人 

3 M177704 ニューフロンティア 早坂 晃輔 初田 翔晃 8-1  
M161284 オレンジ フィールド 初田 翔晃 鈴木 柊翔  

4  オレンジフィールド 鈴木 柊翔 8-2  大山 翔大 
M177705 ウイニングショット 右京 颯馬  鈴木 春人 

5 M161358 ウイニングショット 富樫 剛紀 右京 颯馬 8-1  
   富樫 剛紀  

6   Bye  前田 元気 
    高橋 慧吾 

7   Bye 前田 元気 8-2  
M179404 R-PROJECT 前田 元気 高橋 慧吾  

8 M177698 リベラ仙台 高橋 慧吾  大山 翔大 
    鈴木 春人 

9   Bye 前原 柊 8-1  
M161318 ニューフロンティア 前原 柊 本郷 拓真  

10 M161365 ダンロップ仙台ＴＣ 本郷 拓真  鏑木 廉生 
    飯田 陽也 

11   Bye 鏑木 廉生 8-2  
M161338 ウイニングショット 鏑木 廉生 飯田 陽也  

12 M148589 ウイニングショット 飯田 陽也  鏑木 廉生 
M186427 エムズTP 小野 遼亮  飯田 陽也 

13 M186424 エムズTP 阿部 悠摩 小野 遼亮 8-3  
M186624 ウイニングショット 濱田 瑞貴 阿部 悠摩  

14 M177709 ウイニングショット 菊地 結太 8-6  石原 一輝 
    福井 大夢 

15   Bye 石原 一輝 8-4  
M161309 R-PROJECT 石原 一輝 福井 大夢  

16 M148685 R-PROJECT 福井 大夢  
   前田 元気 
  順位 3-4 高橋 慧吾 石原 一輝 
  石原 一輝 福井 大夢 
  福井 大夢 6-1  
  初田 翔晃  
  順位 5-8 鈴木 柊翔 初田 翔晃 
  右京 颯馬 鈴木 柊翔 
  富樫 剛紀 7-5  初田 翔晃 
  前原 柊  鈴木 柊翔 
  本郷 拓真 前原 柊 7-6(6)  
  小野 遼亮 本郷 拓真  
  阿部 悠摩 7-5  
    右京 颯馬 
  順位 7-8 富樫 剛紀 小野 遼亮 
  小野 遼亮 阿部 悠摩 
  阿部 悠摩 7-6(4)  
   
  



[ジュニア_DUNLOP] 2022 DUNLOPジュニア宮城県(14・12)
GD 14

登録番号 所属団体 
1 2 3 4 勝敗 勝率 順位

1 
F186426
F186432

エムズTP
エムズTP

三浦 朱果
洞口 瑞希

 5-8  1-8  1-8  0-3  4

2 
F186641
F186998

More‐Tennis
ウイニングショット

番場 葉奈
白谷 明日奏

8-5   0-8  0-8  1-2  3

3 
F179408
F177722

ニューフロンティア
ニューフロンティア

八木 寿々
大槻 向葵

8-1  8-0   8-1  3-0  1

4 
F186425
F161351

エムズTP
ウイニングショット

佐々木 陽
畠平 琉羽

8-1  8-0  1-8   2-1  2



[ジュニア_DUNLOP] 2022 DUNLOPジュニア宮城県(14・12)
BS 16-本戦

登録番号 所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 
   

1 M78375 仙台育英 五十嵐 涼太  
   五十嵐 涼太 

2   Bye   
    五十嵐 涼太 

3 M148148 ニューフロンティア 佐藤 聖眞  8-1  
   佐藤 聖眞  

4   Bye   
    五十嵐 涼太 

5 M161221 R-PROJECT 一戸 翔冴  8-1  
   横山 瑛大  

6 M147965 オレンジ フィールド 横山 瑛大 8-1   
    工藤 新 

7   Bye  8-2  
   工藤 新  

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

9 M78377 ウイニングショット 五十嵐 昊也  8-0  
   五十嵐 昊也  

10   Bye   
    五十嵐 昊也 

11 M148040 ウイニングショット 駒田 大地  8-2  
   駒田 大地  

12   Bye   
    三浦 怜央 

13 M78393 仙台育英 三宅 皐太  8-4  
   三宅 皐太  

14 M161263 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 渉 w.o.  
    三浦 怜央 

15   Bye  8-2  
   三浦 怜央  

16 M78446 More‐Tennis 三浦 怜央   
    佐藤 颯基 

17 M78378 ウイニングショット 小堤 慶太  9-7  
   小堤 慶太  

18   Bye   
    小堤 慶太 

19 M177681 オレンジ フィールド 川本 航暉  9-7  
   川本 航暉  

20   Bye   
    城 義弥 

21   Bye  8-5  
   桜井 清星  

22 M186616 SCS 桜井 清星   
    城 義弥 

23   Bye  8-0  
   城 義弥  

24 M78376 仙台三高 城 義弥   
    佐藤 颯基 

25 M148097 ウイニングショット 今井 勇貴  8-5  
   今井 勇貴  

26   Bye   
    今井 勇貴 

27 M177689 エムズTP 高倉 旬  8-2  
   高倉 旬  

28 M148230 ウイニングショット 酒井 虹音 8-4   
    佐藤 颯基 

29   Bye  8-1  
   初田 梁彰  

30 M161283 オレンジ フィールド 初田 梁彰   
    佐藤 颯基 

31   Bye  8-1  
   佐藤 颯基  順位 3-4 三浦 怜央  

32 M78326 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 颯基   城 義弥 
   城 義弥 6-3  
  順位 5-8 工藤 新  
   五十嵐 昊也 
  五十嵐 昊也 8-4   
    五十嵐 昊也 
  小堤 慶太  7-6(5)  
   小堤 慶太  
  今井 勇貴 6-2  
    
  順位 7-8 工藤 新  
   今井 勇貴 
  今井 勇貴 8-5  
  
  
  
  
   
  



[ジュニア_DUNLOP] 2022 DUNLOPジュニア宮城県(14・12)
GS 16-本戦

登録番号 所属団体 １R SF Final 勝者 
   

1 F78445 ウイニングショット 鈴木 梨愛  
   鈴木 梨愛 

2   Bye   
    鈴木 梨愛 

3 F177686 ウイニングショット 黄木 綾乃  8-2  
   雪谷 麻紗  

4 F147881 R-PROJECT 雪谷 麻紗 8-1   
    鈴木 梨愛 

5 F148369 R-PROJECT 下杉 海寧  8-4  
   下杉 海寧  

6 Bye   
    下杉 海寧 

7   Bye  8-6  
   大山 藍  

8 F78431 R-PROJECT 大山 藍  
    
  順位 3-4 雪谷 麻紗  
   雪谷 麻紗 
  大山 藍 9-7  
   
  


