
サーキット 第 4 戦 ミズノカップ&グリーンボール大会⑥ 2020.10.31
BS 12 海岸公園

選手登録番号 所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 

   

1 M161282 ウイニングショット 秋田 敏太  

   秋田 敏太 

2   Bye   

    秋田 敏太 

3 M161365 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 本郷 拓真  8-0  

   本郷 拓真  

4 M177735 R-PROJECT 上松 大和 8-2   

    秋田 敏太 

5  いわきローン 金成 幸星  8-0  

   金成 幸星  

6 M161284 オレンジ フィールド 初田 翔晃 8-5   

    金成 幸星 

7   Bye  8-3  

   上田 瑛仁  

8 M148463 R-PROJECT 上田 瑛仁   

    秋田 敏太 

9 M161309 S C S 石原 一輝  8-0

   石原 一輝  

10   Bye   

    石原 一輝 

11 M161310 R-PROJECT 石原 優輝  8-0  

   石原 優輝  

12   Bye   

    石原 一輝 

13  近江ＴＣ 二藤部 新  8-3  

   水嶋 唯人  

14 M177717 ウイニングショット 水嶋 唯人 8-3   

    鏑木 廉生 

15   Bye  8-3  

   鏑木 廉生  

16 M161338 ウイニングショット 鏑木 廉生   

    山田 和輝 

17 M148685 R-PROJECT 福井 大夢  8-5

   福井 大夢  

18   Bye   

    福井 大夢 

19 M177698 リベラ仙台 高橋 慧吾  8-5  

   鳴海 太陽  

20  しらさわジュニア 鳴海 太陽 8-6   

    山田 和輝 

21 M177721 エムズTP 橋本 暁士  8-1  

   橋本 暁士  

22 M179404 R-PROJECT 前田 元気 8-5   

    山田 和輝 

23   Bye  8-2  

   山田 和輝  

24  ア・パース 山田 和輝   

    山田 和輝 

25 M161318 ニューフロンティア 前原 柊  8-3

   前原 柊  

26   Bye   

    前原 柊 

27 M177704 ニューフロンティア 早坂 晃輔  8-3  

   菊地 駿太  

28  GASC TT 菊地 駿太 8-6   

    尾崎 祐太 

29 M179407 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 髙橋 玲於  8-4  

   尾崎 祐太  

30 M161356 ニューフロンティア 尾崎 祐太 8-1   

    尾崎 祐太 

31   Bye  9-7  

   富樫 剛紀  順位 3-4 石原 一輝  

32 M161358 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 富樫 剛紀   石原 一輝 

   尾崎 祐太 9-7

  

  

  

  

  



サーキット 第 4 戦 ミズノカップ&グリーンボール大会⑥ 2020.10.31
GS 12 海岸公園

選手登録番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 
   

1 F161373 ウイニングショット 鈴木 菜々  
   鈴木 菜々 

2   Bye   
    鈴木 菜々 

3 F161352 ウイニングショット 飯田 紗良  8-2  
   根本 梨々華  

4  More-Tennis 根本 梨々華 8-2   
    鈴木 菜々 

5 F147615 リベロSC 渋谷 月姫  9-8(5)  
   渋谷 月姫  

6   Bye   
    渋谷 月姫 

7 F161351 ウイニングショット 畠平 琉羽  8-1  
   畠平 琉羽  

8   Bye   
    野口 妃与里 

9 F177722 ニューフロンティア 大槻 向葵  8-3  
   野口 妃奈乃  

10 F177730 ウイニングショット 野口 妃奈乃 9-8(5)   
    野口 妃与里 

11   Bye  8-0  
   野口 妃与里  

12 F148651 ウイニングショット 野口 妃与里   
    野口 妃与里 

13 F161354 気仙沼テニス協会 尾形 聖菜  9-7  
   八木 寿々  

14 F179408 ニューフロンティア 八木 寿々 8-2   
    宇田 芽衣 

15   Bye  8-0  
   宇田 芽衣  

16 F161222 ウイニングショット 宇田 芽衣  順位 3-4 渋谷 月姫  
    宇田 芽衣 
  宇田 芽衣 8-5  
  

  

   
  

サーキット 第 4 戦 ミズノカップ&グリーンボール大会⑥
GS 14

選手登録番号 所属団体 1 2 3 勝敗 勝率 順位
1 F161353  気仙沼テニス協会  尾形 彩葉   1-8  0-8  0-2 3
2 F177686  ウイニングショット  黄木 綾乃  8-1   5-8  1-1 2
3 F147931  エムズTP  伊藤 理乃  8-0  8-5   2-0 1



サーキット 第 4 戦 ミズノカップ&グリーンボール大会⑥ 2020.10.31
BS 14 海岸公園

選手登録番号 所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 

   

1 M148148 ニューフロンティア 佐藤 聖眞  

   佐藤 聖眞 

2   Bye   

    佐藤 聖眞 

3  S C S 桜井 清星  8-1  

   桜井 清星  

4   Bye   

    佐藤 聖眞 

5   Bye  8-0  

   吉田 峻  

6 M177535 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 吉田 峻   

    吉田 峻 

7   Bye  8-1  

   宮﨑 大地  

8 M161243 エムズTP 宮﨑 大地   

    今井 勇貴 

9 M148097 ウイニングショット 今井 勇貴  8-4

   今井 勇貴  

10   Bye   

    今井 勇貴 

11 M161263 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 渉  8-6  

   佐藤 渉  

12   Bye   

    今井 勇貴 

13  GASC TT 菊地 英介  8-2  

   菊地 英介  

14 M161221 オレンジ フィールド 一戸 翔冴 8-1   

    横山 瑛大 

15   Bye  9-7  

   横山 瑛大  

16 M147965 オレンジ フィールド 横山 瑛大   

    安藤 透真 

17 M148379 R-PROJECT 仮屋 透真  9-8(5) 

   仮屋 透真  

18   Bye   

    仮屋 透真 

19 M148382 R-PROJECT 角田 龍斗  8-3  

   角田 龍斗  

20   Bye   

    鈴木 春人 

21 M177689 エムズTP 高倉 旬  8-2  

   川本 航暉  

22 M177681 オレンジ フィールド 川本 航暉 8-0   

    鈴木 春人 

23   Bye  8-3  

   鈴木 春人  

24 M148699 R-PROJECT 鈴木 春人   

    安藤 透真 

25 M161283 オレンジ フィールド 初田 梁彰  8-3

   酒井 虹音  

26 M148230 ウイニングショット 酒井 虹音 1-1 Ret.  

    福井 悠生 

27 M161360 ウイニングショット 福井 悠生  8-0  

   福井 悠生  

28   Bye   

    安藤 透真 

29   Bye  8-0  

   島貫 夏成  

30  GASC TT 島貫 夏成   

    安藤 透真 

31   Bye  8-3  

   安藤 透真  順位 3-4 佐藤 聖眞  

32 M147913 ニューフロンティア 安藤 透真   佐藤 聖眞 

   鈴木 春人 8-2

  

  

  

  



サーキット④　練習マッチ 2020.10.31
海岸公園

B14 桜井 清星 G12 大槻 向葵

島貫 夏成 畠平 琉羽

B14 島貫 夏成 6-1 G12 畠平 琉羽 7-5

B14 佐藤 渉 G12 飯田 紗良

佐藤 渉 飯田 紗良

B14 酒井 虹音 6-0 G12 野口 妃奈乃 6-0

B12 鏑木 廉生 G12 根本 梨々華

福井 悠生 八木 寿々

B12 福井 悠生 6-1 G12 八木 寿々 6-4

B14 高倉 旬 G12 飯田 紗良

早坂 晃輔 畠平 琉羽

B12 早坂 晃輔 6-1 G12 畠平 琉羽 6-4

B12 上松 大和 G12 大槻 向葵

水嶋 唯人 八木 寿々

B12 水嶋 唯人 6-0 G12 八木 寿々 6-2

B12 鳴海 太陽 G12 野口 妃奈乃

鳴海 太陽 秋田 敏太

B12 橋本 暁士 6-1 B12 秋田 敏太 8-0

B14 鈴木 春人 G12 飯田 紗良

鈴木 春人 畠平 琉羽

B12 山田 和輝 6-1 G12 畠平 琉羽 7-6(3)

B12 上田 瑛仁 B14 島貫 夏成

角田 龍斗 横山 瑛大 

B14 角田 龍斗 6-4 B14 横山 瑛大 6-3

B12 高橋 慧吾 B12 髙橋 玲於 

高橋 慧吾 早坂 晃輔

B12 菊地 駿太 8-6 B12 早坂 晃輔 6-3

B14 島貫 夏成 B12 本郷 拓真

菊地 英介 桜井 清星

B14 菊地 英介 6-2 B14 桜井 清星 6-4

B14 仮屋 透真 B12 山田 和輝

川本 航暉 山田 和輝

B14 川本 航暉 6-3 B12 鏑木 廉生 6-1

B12 前田 元気 B14 鈴木 春人

前田 元気 鈴木 春人

B12 石原 優輝 6-3 B14 角田 龍斗 6-3

B14 高倉 旬 B12 橋本 暁士

高倉 旬 高橋 慧吾

B12 本郷 拓真 6-1 B12 高橋 慧吾 6-2

B14 仮屋 透真 B12 水嶋 唯人

安藤 透真 鳴海 太陽

B14 安藤 透真 6-2 B12 鳴海 太陽 6-3

B12 鏑木 廉生 B14 福井 悠生

鏑木 廉生 福井 悠生

B12 橋本 暁士 6-2 B12 水嶋 唯人

B14 桜井 清星 B14 今井 勇貴

前田 元気 今井 勇貴

B12 前田 元気 6-3 B12 水嶋 唯人

B14 高倉 旬

高倉 旬

B12 金成 幸星 6-6(1)RET


