
2018宮城県ジュニアサーキット④　ミズノカップ　入賞者写真

BS-11 BS-13

BS-15

GS-11 GS-15

GS-13

忘れ物　11/3.4



平成 30 年度宮城県ジュニアテニスサーキット第４戦ミズノカップ
WS-11

所属団体 1R SF Final 勝者 
  

1 (福）FTTC橘ｼﾞｭﾆｱ 久能 瑠奈  
  久能 瑠奈

2  Bye   
   久能 瑠奈

3 エムズＴＰ 髙橋 芽衣  8-2  
  髙橋 芽衣  

4 (福)More-Tennis 根本 梨々華 8-0   
   久能 瑠奈

5 (秋)秋田アスレティックＣ 進藤 桃花  8-3  
  進藤 桃花  

6 ウイニングショット 野口 妃与里 8-0   
   伊藤 理乃

7  Bye  8-5  
  伊藤 理乃  

8 エムズＴＰ 伊藤 理乃  
   
 順位 3-4 髙橋 芽衣 [3]  
  進藤 桃花 
 進藤 桃花 8-2  

   
平成 30 年度宮城県ジュニアテニスサーキット第４戦ミズノカップ
WS-13

所属団体 1R QF SF Final 勝者 
  

1 (新)Ｔ＆Ｓ新発田ＩＴＳ 三吉 未優  
  三吉 未優

2  Bye   
   三吉 未優

3 泉パーク 下杉 海寧 [6]  9-7  
  下杉 海寧  

4 R-PROJECT 早坂 来麗愛 8-5   
   三吉 未優

5 (福)FTTC橘ｼﾞｭﾆｱ 阿部 みちる  8-4
  阿部 みちる

6  Bye   
   阿部 みちる

7 ウイニングショット 雪谷 麻紗  8-5  
  雪谷 麻紗  

8 泉パーク 伊藤 芙津祁 8-5   
   三吉 未優

9  Bye  8-1
  鈴木 梨愛  

10 ウイニングショット 鈴木 梨愛   
   鈴木 梨愛

11  Bye  w.o. 
  圓谷 知愛理  

12 泉パーク 圓谷 知愛理   
   佐藤 ひかり

13 オレンジフィールド 齋藤 怜依  8-6
  鳴海 春佳  

14 (福）F・tennis 鳴海 春佳 8-1   
   佐藤 ひかり

15  Bye  8-1  
  佐藤 ひかり  

16 エムズＴＰ 佐藤 ひかり  
   
 順位 3-4 阿部 みちる  
  鈴木 梨愛
 鈴木 梨愛 8-1



平成 30 年度宮城県ジュニアテニスサーキット第４戦ミズノカップ
WS-15

所属団体 1R QF SF Final 勝者 
  

1 エムズＴＰ 小鴨 愛可  
  小鴨 愛可

2  Bye   
   小鴨 愛可

3 ウイニングショット 橋野 優樹  8-3  
  橋野 優樹  

4 R-PROJECT 石川 明日香 8-1   
   小鴨 愛可

5 エムズＴＰ 松本 爽那  8-6
  松本 爽那  

6 ニューフロンティア 前原 千遥 8-3   
   松本 爽那

7 R-PROJECT 小堀 歩乃佳  8-6  
  小堀 歩乃佳  

8 泉パーク 近藤 綾香 8-2   
    石澤 萌々子

9 ニューフロンティア 友納 萌香  9-7
  石澤 萌々子

10 ＩＴＳベルズ 石澤 萌々子 8-0   
   石澤 萌々子

11  Bye  8-0  
  髙橋 唯  

12 エムズＴＰ 髙橋 唯   
   石澤 萌々子

13 (福）F・tennis 鳴海 柚香  8-3
  大山 藍

14 R-PROJECT 大山 藍 8-6   
   西山 理心

15  Bye  8-6  
  西山 理心  

16 ウイニングショット 西山 理心  
   
 順位 3-4 松本 爽那  
  西山 理心
 西山 理心 8-1
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