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所   属 1R 2R 3R 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 R-PROJECT 白鳥 伊吹  8-0
  白鳥 伊吹  

4 オレンジフィールド 菊地 凛翔 8-3  
   五十嵐 涼太

5 ニューフロンティア 尾崎 祐太  8-0
  尾崎 祐太  

6  Bye   
   尾崎 祐太

7  Bye  8-4
  酒井 虹音  

8 ウイニングショット 酒井 虹音   
   五十嵐 涼太

9 ウイニングショット 駒田 大地  8-0
  駒田 大地  

10  Bye   
   駒田 大地

11 R-PROJECT 上田 瑛仁  8-2
  上田 瑛仁  

12  Bye   
   五十嵐 昊也

13 ウイニングショット 飯田 陽也  8-4
  飯田 陽也  

14 オレンジフィールド 川本 航暉 8-3  
   五十嵐 昊也

15  Bye  8-1
  五十嵐 昊也  

16 ウイニングショット 五十嵐 昊也   
   五十嵐 涼太

17 More-Tennis 三浦 怜央  6-3 6-3
  三浦 怜央  

18  Bye   
   三浦 怜央

19 オレンジフィールド 横山 瑛大  8-1
  横山 瑛大  

20  Bye   
   三浦 怜央

21 ウイニングショット 秋田 敏太  8-2
  角田 龍斗  

22 R-PROJECT 角田 龍斗 8-0  
   大山 佳彦

23  Bye  8-5
  大山 佳彦  

24 More-Tennis 大山 佳彦   
   三浦 怜央

25 ウイニングショット 今井 勇貴  8-4
  今井 勇貴  

26  Bye   
   今井 勇貴

27 ニューフロンティア 菅野 陽太  8-2
  川田 奏太朗  

28 ウイニングショット 川田 奏太朗 8-0  
   田畑 遼

29 ニューフロンティア 安藤 透真  8-1
  安藤 透真  

30 東北学院中 伊藤 寿哉 8-2  
   田畑 遼

31  Bye  8-0
  田畑 遼  

32 R-PROJECT 田畑 遼   
   城 義弥

33 ウイニングショット 石川 楓  6-3 6-3
  石川 楓  

34  Bye   
   石川 楓

35 R-PROJECT 福井 大夢  8-0
  福井 大夢  

36 オレンジフィールド 一戸 翔冴 8-4  
   石川 楓



37 ニューフロンティア 佐々木 桔平  8-0
  佐々木 桔平  

38 ウイニングショット 福井 悠生 8-2  
   三宅 皐太

39  Bye  8-6
  三宅 皐太  

40 エムズTP 三宅 皐太   
   佐藤 颯基

41 R-PROJECT 仮屋 透真  8-0
  仮屋 透真  

42  Bye   
   仮屋 透真

43 泉パークタウンＴＣ 金谷 明汰  8-1
  金谷 明汰  

44 オレンジフィールド 初田 翔晃 8-3  
   佐藤 颯基

45  Bye  8-0
  大山 翔大  

46 R-PROJECT 大山 翔大   
   佐藤 颯基

47  Bye  8-0
  佐藤 颯基  

48 泉パークタウンＴＣ 佐藤 颯基   
   城 義弥

49 ウイニングショット 工藤 新  6-3 6-1
  工藤 新  

50  Bye   
   工藤 新

51 オレンジフィールド 初田 梁彰  8-1
  初田 梁彰  

52 リベラ仙台 鈴木 悠仁 8-2  
   工藤 新

53  Bye  8-1
  村上 晴人  

54 SCS 村上 晴人   
   佐藤 勇人

55  Bye  8-4
  佐藤 勇人  

56 泉パークタウンＴＣ 佐藤 勇人   
   城 義弥

57 SCS 佐藤 聖眞  8-2
  佐藤 聖眞  

58  Bye   
   佐藤 聖眞

59 ニューフロンティア 高橋 遼來  8-6
  高橋 遼來  

60  Bye   
   城 義弥

61 泉パークタウンＴＣ 髙橋 明寿  8-5
  前原 柊  順位 3-4 三浦 怜央  

62 ニューフロンティア 前原 柊 8-6   佐藤 颯基
   城 義弥 佐藤 颯基 6-4

63  Bye  8-0
  城 義弥  順位 5-8 五十嵐 昊也  

64 ウイニングショット 城 義弥   田畑 遼
  田畑 遼 6-0  
   田畑 遼
 石川 楓  6-3

順位 9-16 尾崎 祐太   石川 楓  
 駒田 大地 工藤 新 6-2
駒田 大地 6-0   
  駒田 大地 順位 7-8 五十嵐 昊也  
大山 佳彦  6-3  工藤 新
 今井 勇貴  工藤 新 6-1
今井 勇貴 w.o.  
  駒田 大地
三宅 皐太  7-5
 三宅 皐太   
仮屋 透真 6-3  
  佐藤 聖眞
佐藤 勇人  6-4
 佐藤 聖眞  
佐藤 聖眞 7-6(2)
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1 R-PROJECT 小堀 歩乃佳  
  小堀 歩乃佳

2  Bye   
   小堀 歩乃佳

3 エムズTP 髙橋 芽衣  8-0
  髙橋 芽衣  

4 ウイニングショット 長内 菜々美 8-4  
   小堀 歩乃佳

5 ウイニングショット 雪谷 麻紗  6-1 6-1
  雪谷 麻紗  

6 泉パークタウンＴＣ シャ 8-1  
   雪谷 麻紗

7 ウイニングショット 野口 妃与里  8-2
  齋藤 怜依  

8 オレンジフィールド 齋藤 怜依 w.o.  
   小堀 歩乃佳

9 ニューフロンティア 長井 都和  6-2 6-2
  下杉 海寧  

10 R-PROJECT 下杉 海寧 8-0  
   早坂 来麗愛

11 ウイニングショット 鈴木 菜々  8-5
  早坂 来麗愛  

12 R-PROJECT 早坂 来麗愛 8-0  
   大山 藍

13 ウイニングショット 宇田 芽衣  7-6(5) 6-2
  伊藤 理乃  

14 エムズTP 伊藤 理乃 8-6  
   大山 藍

15  Bye  8-0
  大山 藍  

16 R-PROJECT 大山 藍  
  順位 3-4 雪谷 麻紗  
  早坂 来麗愛
 早坂 来麗愛 7-6(3)
 順位 5-8 髙橋 芽衣  
  髙橋 芽衣
 齋藤 怜依 6-4  
   下杉 海寧
 下杉 海寧  6-1
  下杉 海寧  
 伊藤 理乃 8-1
  
 順位 7-8 齋藤 怜依  
  齋藤 怜依
 伊藤 理乃 6-3
 順位 9-16 Bye  
  長内 菜々美 
 長内 菜々美   
   プラント エリシャ 

 プラント エリシャ  6-3  
  プラント エリシャ  
 Bye   
   鈴木 菜々 
 長井 都和  6-2  
  鈴木 菜々  
 鈴木 菜々 6-0   
   鈴木 菜々 
 宇田 芽衣  6-3  
  宇田 芽衣  
 Bye  
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