
２０１９ 年度宮城県ジュニアテニスサーキット 第２戦ヨネックスカップ
BS-11

所  属 1R QF SF Final Winner
  

1 R-PROJECT 白鳥 伊吹  
  白鳥 伊吹 

2  Bye   
   白鳥 伊吹 

3 ウイニングショット 秋田 敏太  8-3  
  秋田 敏太  

4 ニューフロンティア 尾崎 祐太 8-3   
   白鳥 伊吹

5 R-PROJECT 福井 大夢  8-1
  福井 大夢  

6 オレンジフィールド 初田 翔晃 8-0   
   山田 和輝 

7 ア・パース 山田 和輝  8-4  
  山田 和輝  

8 ＧＡＳＣ  ＴＴ 島貫 夏成 8-3   
   白鳥 伊吹

9 リベロSC 松宮 颯仁  8-3
  大山 翔大  

10 R-PROJECT 大山 翔大 8-1   
   大山 翔大 

11  Bye  8-4  
  福井 悠生  

12 ウイニングショット 福井 悠生   
   上田 瑛仁 

13 R-PROJECT 下杉 望月  8-6
  前原 柊  

14 ニューフロンティア 前原 柊 8-6   
   上田 瑛仁 

15  Bye  8-1  
  上田 瑛仁  

16 R-PROJECT 上田 瑛仁  
   
 順位 3-4 山田 和輝  
  山田 和輝 
 大山 翔大 8-6
  
 



２０１９ 年度宮城県ジュニアテニスサーキット 第２戦ヨネックスカップ
BS-13

所  属 1R 2R QF SF Final Winner
  

1 ウイニングショット 工藤 新  
  工藤 新 

2  Bye   
   工藤 新 

3 泉パークタウンＴＣ 佐藤 渉  8-0  
  佐藤 渉  

4 R-PROJECT 石原 一輝 8-2   
   工藤 新 

5 オレンジフィールド 横山 瑛大  8-5  
  横山 瑛大  

6 エムズTP 宮﨑 大地 8-2   
   横山 瑛大 

7 リベラ仙台 鈴木 悠仁  8-3  
  仮屋 透真  

8 R-PROJECT 仮屋 透真 8-1   
   工藤 新 

9 ウイニングショット 駒田 大地  8-2
  駒田 大地  

10  Bye   
   駒田 大地 

11 オレンジ フィールド 川本 航暉  8-1  
  金谷 明汰  

12 泉パークタウンＴＣ 金谷 明汰 8-4   
   大山 佳彦 

13 ウイニングショット 飯田 陽也  8-6  
  飯田 陽也  

14 R-PROJECT 角田 龍斗 8-1   
   大山 佳彦 

15  Bye  8-1  
  大山 佳彦  

16 More Tennis 大山 佳彦   
   工藤 新 

17 R-PROJECT 鈴木 春人   8-6
  鈴木 春人  

18  Bye   
   鈴木 春人 

19 ウイニングショット 酒井 虹音  8-1  
  髙橋 明寿  

20 泉パークタウンＴＣ 髙橋 明寿 8-2   
   五十嵐 昊也 

21 ファインテニスアカデミー 遠藤 忠芽  8-2  
  菊地 凛翔  

22 オレンジ フィールド 菊地 凛翔 8-6   
   五十嵐 昊也 

23  Bye  8-0  
  五十嵐 昊也  

24 ウイニングショット 五十嵐 昊也   
   五十嵐 昊也

25 ウイニングショット 今井 勇貴  8-2
  今井 勇貴  

26 オレンジ フィールド 一戸 翔冴 8-0   
   今井 勇貴 

27 ニューフロンティア 安藤 透真  8-5  
  安藤 透真  

28 オレンジフィールド 初田 梁彰 8-0   
   佐藤 勇人 

29 秋田アスレティッククラブ 大泉 恒  8-2  
  大泉 恒  

30 R-PROJECT 上松 大洋 8-4   
   佐藤 勇人 

31  Bye  8-3  順位 3-4 大山 佳彦  
  佐藤 勇人   佐藤 勇人 

32 泉パークタウンＴＣ 佐藤 勇人  佐藤 勇人 8-5
  



 
 
 

 

サーキット第２戦　ヨネックスカップ　U-15

サーキット第２戦　ヨネックスカップ　U-13



２０１９ 年度宮城県ジュニアテニスサーキット 第２戦ヨネックスカップ
BS-15

所  属 1R 2R QF SF Final Winner
  

1 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 東北学院中 伊藤 寿哉  8-1  
  佐々木 桔平  

4 ニューフロンティア 佐々木 桔平 8-2   
   五十嵐 涼太 

5 泉パークタウンＴＣ 真栄平 叶成  8-0  
  新澤 陸  

6 R-PROJECT 新澤 陸 8-4   
   三浦 陽 

7  Bye  8-4  
  三浦 陽  

8 リベロSC 三浦 陽   
   五十嵐 涼太 

9 イラコＴＣ山形 遠藤 大空  8-4
  遠藤 大空  

10  Bye   
   遠藤 大空 

11 泉パークタウンＴＣ 本田 優二郎  8-3  
  本田 優二郎  

12 ニューフロンティア 高橋 遼來 8-3   
   遠藤 大空 

13 オレンジ フィールド 紺野 風和  8-5  
  長井 創  

14 ニューフロンティア 長井 創 8-1   
   田畑 遼 

15  Bye  8-5  
  田畑 遼  

16 R-PROJECT 田畑 遼   
   佐藤 颯基

17 R-PROJECT 三島 朋之  9-7
  三島 朋之  

18  Bye   
   三島 朋之 

19 ウイニングショット 石川 楓  8-6  
  石川 楓  

20 泉パークタウンＴＣ 菅原 惇也 8-4   
   三浦 怜央 

21 ニューフロンティア 下山 玄祐  8-5  
  下山 玄祐  

22 アパーステニスクラブ 草野 友希 9-8(5)   
   三浦 怜央 

23  Bye  8-3  
  三浦 怜央  

24 More-Tennis 三浦 怜央   
   佐藤 颯基

25 ファインテニスアカデミー 野坂 条  8-5
  野坂 条  

26  Bye   
   古川 陽翔 

27 ニューフロンティア 古川 陽翔  8-2  
  古川 陽翔  

28  Bye   
   佐藤 颯基 

29 気仙沼テニス協会 佐藤 睦起  8-4  
  佐藤 睦起  

30 東北学院中学校 高橋 一寿 8-1   
   佐藤 颯基 

31  Bye  8-2  順位 3-4 遠藤 大空  
  佐藤 颯基   遠藤 大空 

32 泉パークタウンＴＣ 佐藤 颯基  三浦 怜央 8-4


