
2020 宮城県テニス選手権大会（一般の部）
入賞者 Ｒ2.8.30-9/5 （グランディ21）

敬称略

※ 曇り空のなか、熱戦が行われました。終了時間は16:30。 選手の皆様お疲れ様です。

ＭＳ ： 優 勝： 田村 融佑 （左）

準優勝： 上野 七海 ＭＤ ： 優 勝： 佐藤 駿弥（左）・佐藤 隆矢

準優勝： 佐藤 颯基 ・三浦 怜央 （右）

70歳～MS 決勝戦9/16（日） 快晴

ＭＳ（コンソレ） ： 優 勝： 永作 和也 （右）

準優勝： 益子 理光 ＭＤ（コンソレ） ： 優 勝： 上野 七海 （左）

準優勝： 桐澤 拳斗

ＭＤ決勝戦 接戦だった"(-""-)"

9/5 ダンロップ様の試打会も実施された。

9/5 表彰式の

状況を撮影



令和２年度 宮城県テニス選手権大会　(一般）
　MS　10名

選手登録
番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 

   
1  PhoeniⅩ 永作 和也 【1】  

   永作 和也 【1】  
2   Bye    

     上野 七海  
3  Bye  84

   上野 七海   
4  オレンジ フィールド 上野 七海    

     上野 七海  
5  仙台市役所 守屋 一将 【4】  85

   守屋 一将 【4】   
6   Bye    

     三浦 怜央  
7  ニューフロンティア 桐澤 拳斗  W.O

    三浦 怜央   
8 M78446 More‐Tennis 三浦 怜央 82  

     田村 融佑  
9 M78326 ダンロップＩＰＴＣ 佐藤 颯基  98(4)  

   佐藤 颯基   
10 Bye   

     佐藤 颯基  
11   Bye  81  

   小山田 完 【3】   
12  ルネサンス 小山田 完 【3】   

     田村 融佑  
13  オレンジ フィールド 田村 融佑  97  

   田村 融佑  
14  ルネサンス 川﨑 俊典 81  

     田村 融佑  
15  Bye  82

    益子 理光 【2】   
16  ニューフロンティア 益子 理光 【2】  

   
  

MS　（コンソレーションゲーム）１セットマッチ（ユーズドボール使用）

選手登録番号 所属団体 1R SF Final 勝者 
   

1 PhoeniⅩ 永作　和也  
   永作　和也 

5  仙台市役所 守屋　一将 W.O  
     永作　和也 

7  ニューフロンティア 桐澤 拳斗  60
   小山田 完  

12  ルネサンス 小山田 完 RET  
     永作　和也 

14  ルネサンス 川﨑 俊典  75
   川﨑 俊典  
  Bye   
     益子 理光 
 Bye  61
    益子 理光  

16 ニューフロンティア 益子 理光   
     



令和２年度 宮城県テニス選手権大会　(一般）

　MD　6組
選手登録番号 所属団体 1R SF Final 勝者 

M166990 ダンロップＩＰＴＣ 佐藤 駿弥【1】

1 M53206 仙台育英 佐藤 隆矢 佐藤 駿弥【1】

   佐藤 隆矢 

2   Bye  佐藤 駿弥【1】

 オレンジ フィールド 上野 七海  佐藤 隆矢 

3  ニューフロンティア 桐澤 拳斗  村井 真也 80

 リベラ仙台 村井 真也  益子 理光  

4  ニューフロンティア 益子 理光 85 佐藤 駿弥【1】

M78446 More‐Tennis 三浦 怜央  佐藤 隆矢 

5 M78326 ダンロップＩＰＴＣ 佐藤 颯基 三浦 怜央 85

 ルネサンス 川﨑 俊典 佐藤 颯基  

6  ルネサンス 小山田 完 81 三浦 怜央 

    佐藤 颯基 

7   Bye 堀江 純 【2】 81

 DIASS中山 堀江 純 【2】 永作 和也  

8  PhoeniⅩ 永作 和也  

   

  

MＤ　（コンソレーションゲーム）１セットマッチ（ユーズドボール使用）

選手登録番号 所属団体 1R Final 勝者 

1～2 Bye 上野 七海 

オレンジ フィールド 上野 七海 桐澤 拳斗 

3～4 ニューフロンティア 桐澤 拳斗  上野 七海 

ルネサンス 川﨑 俊典  桐澤 拳斗 

5～6 ルネサンス 小山田 完  堀江 純 【2】
75

DIASS中山 堀江 純 【2】  永作 和也  

7～8 PhoeniⅩ 永作 和也 64  
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