
2019年度宮城県小学生テニス選手権大会

女子入賞者

男子入賞者

1位 鈴木 梨愛  2位 雪谷 麻紗  3位 早坂 来麗愛  4位 下杉 海寧

1位 田畑 遼  2位 小堤 慶太  3位 駒田 大地  4位 鈴木 春人



2019年度宮城県小学生テニス選手権大会 兼 東北小学生テニス選手権大会宮城県選考会
小学生男子S
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 ウィニングショット 小堤 慶太  
  小堤 慶太 

2  Bye   
   小堤 慶太

3 ニューフロンティア 菅野 陽太  8-0  
  菅野 陽太  

4 オレンジフィールド 初田 翔晃 8-1   
   小堤 慶太

5 ニューフロンティア 尾崎 祐太  8-0  
  福井 大夢  

6 R-PROJECT 福井 大夢 8-1   
   仮屋 透真 

7 R-PROJECT 仮屋 透真  8-3  
  仮屋 透真  

8  Bye   
   小堤 慶太

9 R-PROJECT 鈴木 春人  6-0 6-1  
  鈴木 春人  

10  Bye   
   鈴木 春人

11 泉パークタウンTC 佐藤 渉  8-0  
  佐藤 渉  

12  Bye   
   鈴木 春人

13 R-PROJECT 大山 翔大  8-5  
  大山 翔大  

14 ニューフロンティア 永澤 広夢 8-1   
   今井 勇貴 

15  Bye  8-0  
  今井 勇貴  

16 ウィニングショット 今井 勇貴   
   田畑 遼

17 ウィニングショット 川田 奏太朗  6-2 6-3  
  川田 奏太朗  

18  Bye   
   川田 奏太朗

19 R-PROJECT 下杉 望月  8-5  
  秋田 敏太  

20 ウィニングショット 秋田 敏太 8-1   
   駒田 大地

21 ウィニングショット 福井 悠生  8-0  
  上松 大洋  

22 R-PROJECT 上松 大洋 8-4   
   駒田 大地 [4] 

23  Bye  8-5  
  駒田 大地  

24 ウィニングショット 駒田 大地   
   田畑 遼

25 ウィニングショット 飯田 陽也  6-0 6-0  
  飯田 陽也  

26  Bye   
   飯田 陽也

27 ニューフロンティア 小野寺 遥斗  8-1  
  小野寺 遥斗  

28 R-PROJECT 上田 瑛仁 8-5   
   田畑 遼 

29 ニューフロンティア 前原 柊  8-0  
  白鳥 伊吹  

30 R-PROJECT 白鳥 伊吹 8-4   
   田畑 遼

31  Bye  8-0  
  田畑 遼  順位 3-4 鈴木 春人  

32 R-PROJECT 田畑 遼   駒田 大地
  駒田 大地 8-1  



 順位 5-8 仮屋 透真  
  今井 勇貴
 今井 勇貴 8-4   
   今井 勇貴 
 川田 奏太朗  8-0  
  飯田 陽也  
 飯田 陽也 8-2  
   
 順位 7-8 仮屋 透真  
  仮屋 透真
 川田 奏太朗 8-4  
   
 順位 9-16 菅野 陽太  
  菅野 陽太 
 福井 大夢 9-7   
   大山 翔大 
 佐藤 渉  8-6  
  大山 翔大  
 大山 翔大 8-0   
   白鳥 伊吹 
 秋田 敏太  8-1  
  上松 大洋  
 上松 大洋 8-2   
   白鳥 伊吹 
 小野寺 遥斗  8-6  
  白鳥 伊吹  
 白鳥 伊吹 8-0  
   



2019年度宮城県小学生テニス選手権大会 兼 東北小学生テニス選手権大会宮城県選考会
小学生女子S
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所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 ウイニングショット 鈴木 梨愛  
  鈴木 梨愛

2  Bye   
   鈴木 梨愛

3 ウイニングショット 長内 菜々美  8-0  
  長内 菜々美  

4 気仙沼テニス協会 尾形 聖菜 8-3   
   鈴木 梨愛

5 R-PROJECT 早坂 来麗愛  6-1 6-0  
  早坂 来麗愛  

6  Bye   
   早坂 来麗愛

7 エムズTP 伊藤 理乃  8-0  
  宇田 芽衣  

8 ウイニングショット 宇田 芽衣 8-6   
   鈴木 梨愛

9 ウイニングショット 鈴木 菜々  6-2 6-3  
  鈴木 菜々  

10 エムズTP 髙橋 芽衣 8-3   
   下杉 海寧

11  Bye  8-0  
  下杉 海寧  

12 R-PROJECT 下杉 海寧   
   雪谷 麻紗

13 ニューフロンティア 長井 都和  7-5 6-4  
  野口 妃与里  

14 ウイニングショット 野口 妃与里 8-0   
   雪谷 麻紗

15  Bye  9-8(5)  
  雪谷 麻紗  

16 ウイニングショット 雪谷 麻紗  
 順位 3-4 早坂 来麗愛  
  早坂 来麗愛
 下杉 海寧 9-7  
  
 順位 5-8 長内 菜々美  
  宇田 芽衣 
 宇田 芽衣 8-0   
   野口 妃与里
 鈴木 菜々  8-5  
  野口 妃与里  
 野口 妃与里 8-4  
   
 順位 7-8 長内 菜々美  
  鈴木 菜々 
 鈴木 菜々 8-1  
 順位 9-16 Bye  
  尾形 聖菜 
 尾形 聖菜   
   伊藤 理乃
 Bye  8-0  
  伊藤 理乃  
 伊藤 理乃   
   髙橋 芽衣
 髙橋 芽衣  8-5  
  髙橋 芽衣  
 Bye   
   髙橋 芽衣
 長井 都和  8-5  
  長井 都和  
 Bye  
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