
2020宮城県県民体育大会(u-18.16.14.12シングルス大会)
BS 18

登録番号 所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 
   

1 M166990 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 駿弥  
   佐藤 駿弥 

2 M177588 仙台二高 井上 竜之介 8-0   
    佐藤 駿弥 

3 M78404 東北学院高 野中 友貴  8-2  
   野中 友貴  

4 M78426 東北高 鈴木 拓海 8-3   
    佐藤 駿弥 

5 M78373 宮城第一高 佐藤 成恭  8-2  
   齋藤 優真  

6 M147601 東陵高 齋藤 優真 8-4   
    佐藤 颯基 

7 M78371 仙台向山高 根津 圭佑  8-3  
   佐藤 颯基  

8 M78326 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 颯基 8-0   
    佐藤 駿弥 

9 M78323 仙台三高 阿部 倫大  8-6  
   阿部 倫大  

10 M78370 仙台向山高 八柳 翔空 8-2   
    三浦 怜央 

11 M78446 More-Tennis 三浦 怜央  8-4  
   三浦 怜央  

12 M161315 仙台三高 川元 大知 8-0   
    五十嵐 涼太 

13 M78369 仙台育英 高木 裕矢  8-0  
   城 義弥  

14 M78376 ウイニングショット 城 義弥 8-6   
    五十嵐 涼太 

15  仙台三高 下山 玄祐  8-5  
   五十嵐 涼太  

16 M78375 ウイニングショット 五十嵐 涼太 8-1   
    佐藤 駿弥 

17 M129494 東陵高 石井 智樹  8-0  
   石井 智樹  

18  泉館山高 清 颯斗 8-0   
    石井 智樹 

19  仙台三高 小堤 康太郎  8-2  
   小堤 康太郎  

20 M75485 仙台育英 下村 凌太朗 8-2   
    佐藤 隆矢 

21 M147940 仙台育英 一戸 秀生  9-7  
   照井 晃太  

22 M78424 東北学院高 照井 晃太 8-1   
    佐藤 隆矢 

23 M161297 仙台一高 松田 悠希  8-0  
   佐藤 隆矢  

24 M53206 仙台育英 佐藤 隆矢   
    齋藤 駿斗 

25 M78433 仙台育英 渡部 怜和成  8-2  
   渡部 怜和成  

26  東北学院高 本田 優二郎 8-0   
    渡部 怜和成 

27  仙台三高 濵﨑 爽  8-6  
   濵﨑 爽  

28 M161256 東陵高 今野 寛太 8-0   
    齋藤 駿斗 

29 M78423 仙台育英 佐藤 聖璃  8-1  
   佐藤 聖璃  

30 M78344 ウイニングショット 駒田 智大 8-4   
    齋藤 駿斗 

31 M148604 利府高 藤田 鼓汰朗  8-2  順位 3-4 五十嵐 涼太  
   齋藤 駿斗   佐藤 隆矢 

32 M78372 仙台育英 齋藤 駿斗 8-1  佐藤 隆矢 8-4  
    



 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
 順位 5-8 佐藤 颯基  
  佐藤 颯基 
 三浦 怜央 6-2   
   渡部 怜和成 
 石井 智樹   
  渡部 怜和成  順位 7-8 三浦 怜央  
 渡部 怜和成 6-3   三浦 怜央 
  石井 智樹 6-2  
順位 9-16 野中 友貴  

 齋藤 優真 
齋藤 優真 6-4   
  阿部 倫大 
阿部 倫大  6-0  
 阿部 倫大  
城 義弥 7-5   
  阿部 倫大 
小堤 康太郎  6-2    
 小堤 康太郎  
照井 晃太 6-3   
  小堤 康太郎 順位 11-12 齋藤 優真  
濵﨑 爽  6-2   齋藤 優真 
 濵﨑 爽  濵﨑 爽 6-1  
佐藤 聖璃 6-4  

  
  
 順位 13-16 野中 友貴  順位 15-16 野中 友貴  
  城 義弥  野中 友貴
 城 義弥 6-1   照井 晃太 6-3  
   城 義弥
 照井 晃太  6-2  
  佐藤 聖璃  
 佐藤 聖璃 7-5  
     
 練習マッチ 井上 竜之介  一戸 秀生  
   鈴木 拓海  松田 悠希 
  鈴木 拓海 6-0  松田 悠希 6-3  
      
  佐藤 成恭  駒田 智大  
   佐藤 成恭  駒田 智大 
  根津 圭佑 8-0  藤田 鼓汰朗 6-3  
     
  八柳 翔空  清 颯斗  
   八柳 翔空  下村 凌太朗 
  川元 大知 6-1  下村 凌太朗 6-4  
    
  高木 裕矢  八柳 翔空  
   高木 裕矢  八柳 翔空 
  下山 玄祐 6-2  今野 寛太 6-0 
    
  
  

 県体JR U-18 上位入賞者
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1 F78427 仙台育英 千葉 瑠子  
   千葉 瑠子 

2  宮城第一高 前原 千遥 8-0   
    千葉 瑠子 

3 F78442 仙台高専名取C 梅谷 美伶  8-1  
   梅谷 美伶  

4 F161269 東陵高 三浦 菜乃 8-0   
    千葉 瑠子 

5 F161285 東陵高 小倉 潤  8-3  
   松本 爽那  

6 F78384 エムズTP 松本 爽那 8-1   
    武田 祐乃 

7 F177538 仙台三高 西山 日菜  8-6  
   武田 祐乃  

8 F78355 ウイニングショット 武田 祐乃 8-2   
    千葉 瑠子 

9 F148649 ウイニングショット 夜野 光莉  9-8(5)  
   夜野 光莉  

10 F81043 仙台高 小野寺 海珠 8-0   
    夜野 光莉 

11 F161377 名取北高 舩山 留菜  8-0  
   永岡 うの  

12 F161223 名取北高 永岡 うの 8-4   
    夜野 光莉 

13 F161306 泉館山高 生出 栞那  8-5  
   佐藤 亜美  

14 F78314 泉館山高 佐藤 亜美 8-0   
    髙橋 唯 

15 F177581 仙台二高 伊東 怜菜  8-2  
   髙橋 唯  

16 F78383 エムズTP 髙橋 唯 6-1   
    千葉 瑠子 

17 F78381 仙台育英 小鴨 愛可  8-3  
   小鴨 愛可  

18 F78316 泉高 友納 萌香 8-0   
    橋野 優樹 

19 F78441 仙台育英 橋野 優樹  8-5  
   橋野 優樹  

20 F161211 東陵高 阿部 和奏 8-0   
    佐藤 美月 

21 F78356 仙台三高 米田 奈穂  8-4  
   米田 奈穂  

22 F177539 仙台東高 吉原 果倫 8-2   
    佐藤 美月 

23 F161379 名取北高 髙橋 瑠奈  8-0  
   佐藤 美月  

24 F78357 ウイニングショット 佐藤 美月 8-0   
    下原 茉莉佳 

25 F78351 仙台育英 西山 理心  8-3  
   西山 理心  

26 F177626 常盤木高 長谷川 智世 8-0   
    大山 藍 

27 F78431 R-PROJECT 大山 藍  8-6  
   大山 藍  

28 F177578 気仙沼高 村上 真優 8-0   
    下原 茉莉佳 

29 F161375 東陵高 齋藤 詩織  8-2  
   齋藤 詩織  

30 F78317 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 近藤 綾香 8-1   
    下原 茉莉佳 

31 F148567 泉高 柏木 南波  8-0  
   下原 茉莉佳  順位 3-4 夜野 光莉  

32 F78352 仙台育英 下原 茉莉佳 8-0   夜野 光莉 
   佐藤 美月 8-5  
  
  
  
   
  
 



 
 
 
 
  
  
  
  
  
    
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

順位 5-8 武田 祐乃  順位 7-8 武田 祐乃  
 髙橋 唯  大山 藍 
髙橋 唯 6-4   大山 藍 8-3  
  橋野 優樹 
橋野 優樹  8-5  
 橋野 優樹    
大山 藍 6-2  

順位 9-16 梅谷 美伶  
 松本 爽那 順位 11-12 佐藤 亜美  
松本 爽那 6-0    佐藤 亜美 
  松本 爽那 米田 奈穂 6-0  
永岡 うの  7-6(2)  
 佐藤 亜美  
佐藤 亜美 6-1   
  西山 理心 
小鴨 愛可  8-5  
 米田 奈穂  順位 13-16 梅谷 美伶  
米田 奈穂 2-5 Ret.   梅谷 美伶 
  西山 理心 永岡 うの 6-0   
西山 理心  6-0    梅谷 美伶 
 西山 理心  Bye  6-1  
齋藤 詩織 6-0   齋藤 詩織  

  齋藤 詩織 

 

 練習マッチ 小倉 潤  友納 萌香  

  小倉 潤  髙橋 瑠奈 

 前原 千遥 6-4 髙橋 瑠奈 6-4

     

 髙橋 瑠奈  西山 日菜  

  西山 日菜   阿部 和奏

 西山 日菜 6-3 阿部 和奏 7-5

     

 吉原 果倫  長谷川 智世  

  吉原 果倫  吉原 果倫  

 舩山 留菜 6-2 吉原 果倫 6-2

     

 三浦 菜乃  三浦 菜乃  

  三浦 菜乃   三浦 菜乃 

 長谷川 智世 6-4 近藤 綾香 6-0
  

 県体JR U-18　上位入賞者  


