
第94回 全日本宮城県予選会

入賞者 Ｒ1.7.6-7 （宮城コート）
敬称略

男子Ｄ、優 勝：山下 雄大（左）、

浅野 奨太

準優勝：大久 一真、

村上 智哉

女子Ｓ、優勝：柏倉 葉月（左）、 準優勝：松原綾乃

男子Ｓ、優勝：大久一真（右） 準優勝：浅野奨太

男子Ｄ、決勝戦

宮城県テニス協会



令和元年度 第 94 回 全日本テニス選手権 宮城県予選会
MS 　18名

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 仙台大 学 大久　一真  [1]  
  大久一真  [1]

2  Bye   
    大久一真  [1]

3  Bye  80
   熊谷 克彦  

4 泉パークタウンＴＣ 熊谷 克彦   
    大久一真  [1]

5 泉パークタウンＴＣ 武田 典之  83
   武田 典之  

6  Bye   
   源馬　俊 [5]

7  Bye  W.O
  源馬　俊 [5]  

8 仙台市役所 源馬　俊 [5]   
    大久一真  [1]

9 オレンジＦ 小室　佳史  [4]  81
  小室　佳史  [4]  

10  Bye   
    村上 智哉

11 仙台大 学 村上 智哉  81
  村上 智哉  

12  Bye   
   村上 智哉

13 名取市テニス協会 森田 康裕  84
   西嶋 雅彦  

14 泉パークタウンＴＣ 西嶋 雅彦 80  
   小野寺恭平 [7]

15  Bye  84
  小野寺恭平 [7]  

16 東京国際大学 小野寺恭平 [7]   
    大久一真  [1]

17 ソニー 仙台TC 越田　晃生 [6]  84
  越田　晃生 [6]  

18  Bye   
    浅野 奨太

19  Bye  84
  浅野 奨太  

20 泉パークタウンＴＣ 浅野 奨太   
    浅野 奨太

21 ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱTC 島貫 朔乃介  82
   島貫 朔乃介  

22  Bye   
   小鹿 行広 [3]

23  Bye  97
  小鹿 行広 [3]  

24 ソニー 仙台TC 小鹿 行広 [3]   
   浅野 奨太

25 宮城県庁TC 新沼 威宏 [8]  85
   新沼威宏 [8]  

26  Bye   
    新沼威宏 [8]

27 東北学院大学 和田　錬音  97
   和田　錬音  

28  Bye   
   益子 理光

29 ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱTC 益子 理光  83
   益子 理光  

30 東北学院大学 菊地 佑介 81  
    益子 理光

31  Bye  83
  村上俊介 [2]  

32 泉パークタウンＴＣ 村上　俊介 [2]  
  11.村上 智哉

 76（4）

３位決定戦　※1セットマッチ

11.村上 智哉

29.益子 理光



令和元年度 第 94 回 全日本テニス選手権 宮城県予選会

WS 　　2名

所属団体 Final 勝者 
  

1 東北学院大学 柏倉　葉月  
  

2 聖和学園高 松原 綾乃

  

令和元年度　日本商業開発　94ｔｈ全日本テニス選手権　宮城県予選会

宮城県ポイント表

グレード　ドロー数 優　勝 準優勝 Ｂ４ Ｂ８ Ｂ１６ Ｂ３２ 備考

　Ｇ５　　　　　３２ 56 39 25 14 8 4

　Ｇ３　　　　　１６ 32 22 14 8 ５

　Ｇ１　　　　　　４ 10 7 4 2

※Ｂｙｅで２回戦に入った選手が２回戦で敗れた場合でも、２回戦敗者と同じポイントを得る。

宮城県オフィシャルＰ表

一般男子　Ｓ

一般男子　Ｄ

一般女子　Ｓ

 柏倉　葉月

76（5） 75

※3セットマッチ
代表者決定戦 1試合



令和元年度 第 94 回 全日本テニス選手権 宮城県予選会

MD 　9組

所属団体 Round 1 Round 2 Semifinals Final 勝者 
仙台大 村上　智哉 [1]

1 仙台大 大久　一真 村上　智哉 [1]
大久　一真

2 Bye   
 村上・大久

3 Bye  新沼　威宏 86
宮城県庁ＴＣ 新沼　威宏  今野　夏樹  

4 宮城県庁ＴＣ 今野　夏樹   
仙台市役所 豊島　成憲   村上・大久

5 仙台市役所 豊島　礼之  83
ＮＦＴＣ 島貫遡乃介  島貫・益子  

6 ＮＦＴＣ 益子　理光 83  
  村上・小林

7 Bye  村上　俊介 84
泉パークタウンＴＣ 村上　俊介  小林　春斗  

8 泉パークタウンＴＣ 小林　春斗  
東京国際大 田村　丞 浅野・山下

9 東京国際大 小野寺恭平 田村　丞 97
  小野寺恭平

10  Bye   
泉パークタウンＴＣ 浅野　奨太   浅野・山下

11 泉パークタウンＴＣ 山下　雄大  浅野　奨太 82
 山下　雄大  

12 Bye   
東北学院大 和田　錬音   浅野・山下

13 東北学院大 新田　凌大  和田　錬音 86
 新田　凌大  

14 Bye   
  和田・新田

15 Bye  小鹿 行広 [2] 84
ソニー 仙台ＴＣ 小鹿　行広 [2]  越田　晃生  

16 ソニー 仙台ＴＣ 越田　晃生  

※1セットマッチ

泉パークタウンＴＣ 村上　俊介

泉パークタウンＴＣ 小林　春斗

 
東北学院大 和田　錬音

東北学院大 新田　凌大

３位決定戦

13

8

村上・小林

63
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