
BS 12
所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 

  
1 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 大友 好誠  

  大友 好誠 
2  Bye   

   大友 好誠 
3 ベルサンピアTS 佐藤 壮馬  8-0  

  佐藤 壮馬  
4 More-tennes 佐藤 優翼 8-6   

   大友 好誠 
5 More‐Tennis 遠藤 晴稀  8-0  

  阿部 文治  
6 ウイニングショット 阿部 文治 8-3   

   阿部 文治 
7 ベルサンピアTS 佐々木 寛翔  9-8(6)  

  安田 祐太  
8 ウイニングショット 安田 祐太 8-1   

   大友 好誠 
9 ウイニングショット 富山 樹生  8-1  

  富山 樹生  
10  Bye   

   富山 樹生 
11 More‐Tennis 菅崎 侑世  8-0  

  早坂 遥太  
12 ニューフロンティア 早坂 遥太 8-4   

   太田 蓮音 
13  Bye  8-4  

  菊田 輝空  
14 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 菊田 輝空   

   太田 蓮音 
15  Bye  8-0  

  太田 蓮音  
16 ウイニングショット 太田 蓮音   

   大友 好誠 
17 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 大友 将聖  8-6  

  大友 将聖  
18  Bye   

   三河 禮 
19 ウイニングショット 三河 禮  8-3  

  三河 禮  
20 More‐Tennis 髙梨　 雅人 8-4   

   石毛 透季 
21 ウイニングショット 濱田 裕仁  8-1  

  濱田 裕仁  
22 More‐Tennis 霜山 宗汰 8-2   

   石毛 透季 
23  Bye  8-2  

  石毛 透季  
24 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 石毛 透季   

   上松 大和 
25 エムズTP 角田 想  8-6  

  角田 想  
26  Bye   

   角田 想 
27 ＷＩＴＨ 佐藤 涼佐  8-2  

  佐藤 涼佐  
28 ウイニングショット 鈴木 真翔 8-3   

   上松 大和 
29 ウイニングショット 佐藤 市翔  8-0  

  佐藤 市翔  
30 ニューフロンティア 佐藤 太 8-2   

   上松 大和 
31  Bye  8-0  

  上松 大和  
32 R-PROJECT 上松 大和  順位 3-4 太田 蓮音  

   太田 蓮音 
 石毛 透季 8-4  
   
 順位 5-8 阿部 文治  
  富山 樹生 

 富山 樹生 6-3   

   角田 想 
 三河 禮  9-8(4)  
  角田 想  
 角田 想 6-2  
   
 順位 7-8 阿部 文治  
  三河 禮 
 三河 禮 6-1  
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GS 12
所属団体 1R QF SF Final 勝者 

  
1 ウイニングショット 野口 妃奈乃  

  野口 妃奈乃 
2  Bye   

   野口 妃奈乃 
3 オレンジ フィールド 宍戸 莉乃  8-1  

  宍戸 莉乃  
4  Bye   

   野口 妃奈乃 
5 ウイニングショット 宇田 星莉  8-4  

  宇田 星莉  
6  Bye   

   宇田 星莉 
7  Bye  8-5  

  成田 憩  
8 R-PROJECT 成田 憩   

   野口 妃奈乃 
9 R-PROJECT 伊倉 海琴  8-3  

  伊倉 海琴  
10 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐々木 美颯 8-0   

   齋藤 芽依 
11  Bye  8-1  

  齋藤 芽依  
12 R-PROJECT 齋藤 芽依   

   佐藤 凛 
13  Bye  8-1  

  星 侑花  
14 ニューフロンティア 星 侑花   

   佐藤 凛 
15  Bye  8-1  

  佐藤 凛  
16 ＷＩＴＨ 佐藤 凛  

   
 順位 3-4 宇田 星莉  
  宇田 星莉 
 齋藤 芽依 8-3  
   
 順位 5-8 宍戸 莉乃  
  成田 憩 

 成田 憩 6-4   

   成田 憩 
 伊倉 海琴  8-1  
  星 侑花  
 星 侑花 6-0  
   
 順位 7-8 宍戸 莉乃  
  宍戸 莉乃 
 伊倉 海琴 8-4  
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BD 14
所属団体 1R QF SF Final 勝者 

ウイニングショット 千葉 晴太 
1 ウイニングショット 水嶋 唯人 千葉 晴太 

  水嶋 唯人 
2  Bye  千葉 晴太 

東北学院中 岩切 宏樹  水嶋 唯人 
3 エムズTP 齋藤 煌 岩切 宏樹 8-5  

ウイニングショット 濱田 裕仁 齋藤 煌  
4 ウイニングショット 阿部 文治 8-3  千葉 晴太 

ウイニングショット 富山 樹生  水嶋 唯人 
5 ウイニングショット 川村 瑠音 富山 樹生 8-4  

  川村 瑠音  
6  Bye  富山 樹生 

ダンロップ仙台ＴＣ 本郷 拓真  川村 瑠音 
7 R-PROJECT 石原 優輝 佐藤 市翔 8-4  

ウイニングショット 佐藤 市翔 太田 蓮音  
8 ウイニングショット 太田 蓮音 w.o.  

ウイニングショット 三河 禮   
9 ウイニングショット 安田 祐太 橋口 颯真  

R-PROJECT 橋口 颯真 野田 凌成  
10 リベラ仙台 野田 凌成 8-6  小野 遼亮 

エムズTP 小野 遼亮  鈴木 柊翔 
11 オレンジフィールド 鈴木 柊翔 小野 遼亮 8-3  

R-PROJECT 一戸 楓輝 鈴木 柊翔  
12 R-PROJECT 上松 大和 8-3  右京 颯馬 

ニューフロンティア 佐藤 太  富樫 剛紀 
13 ニューフロンティア 早坂 遥太 濱田 瑞貴 9-7  

ウイニングショット 濱田 瑞貴 菊地 結太  
14 ウイニングショット 菊地 結太 8-0  右京 颯馬 

   富樫 剛紀 
15  Bye 右京 颯馬 8-2  

ウイニングショット 右京 颯馬 富樫 剛紀  
16 ウイニングショット 富樫 剛紀  

  富山 樹生 
 順位 3-4 川村 瑠音  
 小野 遼亮  
 鈴木 柊翔  
 岩切 宏樹  
 順位 5-8 齋藤 煌 岩切 宏樹 
 佐藤 市翔 齋藤 煌 
 太田 蓮音 6-4   
 橋口 颯真   
 野田 凌成 濱田 瑞貴  
 濱田 瑞貴 菊地 結太  
 菊地 結太 6-0  
   佐藤 市翔 
 順位 7-8 太田 蓮音  
 橋口 颯真  
 野田 凌成  
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GD 14
所属団体 1R SF Final 勝者 

ダンロップ泉パークタウンＴＣ ウィルソン 愛麗澄 
1 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐々木 初菜 ウィルソン 愛麗澄 

ウイニングショット 白谷 明日奏 佐々木 初菜 
2 More‐Tennis 番場 葉奈 8-2  ウィルソン 愛麗澄 

More Tennis 三浦 朱果  佐々木 初菜 
3 More‐Tennis 番場 琴葉 三浦 朱果 9-7  

R-PROJECT 伊藤 志穂 番場 琴葉  
4 リベラ仙台 鈴木 心渚 8-3  ウィルソン 愛麗澄 

R-PROJECT 齋藤 芽依  佐々木 初菜 
5 R-PROJECT 成田 憩 宇田 星莉 8-3  

ウイニングショット 宇田 星莉 畠平 琉羽  
6 ウイニングショット 畠平 琉羽 8-3  野口 妃奈乃 

ダンロップ泉パークタウンＴＣ 七森 愛  鏑木 瑚子 
7 ニューフロンティア 星 侑花 野口 妃奈乃 9-8(2)  

ウイニングショット 野口 妃奈乃 鏑木 瑚子  
8 ウイニングショット 鏑木 瑚子 8-3  

  三浦 朱果 
 順位 3-4 番場 琴葉 宇田 星莉 
 宇田 星莉 畠平 琉羽 
 畠平 琉羽 8-6  
 白谷 明日奏  
 順位 5-8 番場 葉奈 伊藤 志穂 
 伊藤 志穂 鈴木 心渚 
 鈴木 心渚 6-4  齋藤 芽依 
 齋藤 芽依  成田 憩 
 成田 憩 齋藤 芽依 8-6  
 七森 愛 成田 憩  
 星 侑花 6-4  
   白谷 明日奏 
 順位 7-8 番場 葉奈 七森 愛 
 七森 愛 星 侑花 
 星 侑花 8-3  
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BS 14
所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 

  
1 ウイニングショット 福井 悠生  

  福井 悠生 
2  Bye   

   福井 悠生 
3 オレンジフィールド 鈴木 柊翔  8-0  

  鈴木 柊翔  
4 リベラ仙台 野田 凌成 8-3   

   福井 悠生 
5 ＷＩＴＨ 熊坂 光晟  8-2  

  水嶋 唯人  
6 ウイニングショット 水嶋 唯人 8-0   

   大山 翔大 
7 ウイニングショット 川村 瑠音  8-6  

  大山 翔大  
8 R-PROJECT 大山 翔大 8-1   

   福井 悠生 
9 ウイニングショット 秋田 敏太  8-5  

  秋田 敏太  
10 エムズTP 小野 遼亮 8-1   

   秋田 敏太 
11 R-PROJECT 石原 優輝  8-0  

  佐々木 優翔  
12 ベルサンピアTS 佐々木 優翔 w.o.  

   秋田 敏太 
13 ウイニングショット 濱田 瑞貴  8-2  

  濱田 瑞貴  
14 R-PROJECT 一戸 楓輝 8-3   

   右京 颯馬 
15 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 吉田 隼  8-6  

  右京 颯馬  
16 ウイニングショット 右京 颯馬 8-0   

   福井 悠生 
17 ウイニングショット 千葉 晴太  8-6  

  千葉 晴太  
18 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 阿部 将大 8-0   

   千葉 晴太 
19 エムズTP 齋藤 煌  8-2  

  齋藤 煌  
20 DIASS中山 在間 晴信 8-0   

   早坂 晃輔 
21 東北学院中 岩切 宏樹  8-5  

  富樫 剛紀  
22 ウイニングショット 富樫 剛紀 8-5   

   早坂 晃輔 
23 ウイニングショット 菊地 結太  8-1  

  早坂 晃輔  
24 ニューフロンティア 早坂 晃輔 8-2   

   鈴木 春人 
25 ウイニングショット 鏑木 廉生  8-2  

  鏑木 廉生  
26 More‐Tennis 高梨 優人 8-1   

   鏑木 廉生 
27 ダンロップ仙台ＴＣ 本郷 拓真  8-3  

  本郷 拓真  
28 DIASS中山 平間 宙 8-0   

   鈴木 春人 
29 R-PROJECT 橋口 颯真  8-1  

  菅崎 晄世  
30 More‐Tennis 菅崎 晄世 8-6   

   鈴木 春人 
31 ウイニングショット 鬼柳 和輝  8-0  

  鈴木 春人  
32 R-PROJECT 鈴木 春人 8-1  順位 3-4 秋田 敏太  

   秋田 敏太 
 早坂 晃輔 8-6  
  
 順位 5-8 大山 翔大  
  大山 翔大 
 右京 颯馬 6-1   

   大山 翔大 
 千葉 晴太  8-2  
  千葉 晴太  
 鏑木 廉生 6-1  
   
 順位 7-8 右京 颯馬  
  鏑木 廉生 
 鏑木 廉生 8-0  
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GS 14
所属団体 1R 2R QF SF Final 勝者 

  
1 ニューフロンティア 八木 寿々  

  八木 寿々 
2  Bye   

   八木 寿々 
3 More‐Tennis 番場 葉奈  8-1  

  番場 葉奈  
4  Bye   

   八木 寿々 
5  Bye  8-2  

  鈴木 心渚  
6 リベラ仙台 鈴木 心渚   

   畠平 琉羽 
7  Bye  8-4  

  畠平 琉羽  
8 ウイニングショット 畠平 琉羽   

   八木 寿々 
9 ダンロップ泉パークタウンＴＣ ウィルソン 愛麗澄  8-6  

  ウィルソン 愛麗澄  
10  Bye   

   ウィルソン 愛麗澄 
11 ＷＩＴＨ 大八木 日葵  8-1  

  大八木 日葵  
12 エムズTP 洞口 瑞希 8-4   

   ウィルソン 愛麗澄 
13  Bye  8-2  

  三浦 朱果  
14 More Tennis 三浦 朱果   

   佐々木 初菜 
15  Bye  8-3  

  佐々木 初菜  
16 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐々木 初菜   

   大槻 向葵 
17 ダンロップ泉パークタウンＴＣ モス 紗々  8-3  

  モス 紗々  
18  Bye   

   モス 紗々 
19 ウイニングショット 菅野 心侑萊  8-1  

  菅野 心侑萊  
20  Bye   

   大槻 向葵 
21  Bye  8-3  

  伊藤 志穂  
22 R-PROJECT 伊藤 志穂   

   大槻 向葵 
23  Bye  8-5  

  大槻 向葵  
24 ニューフロンティア 大槻 向葵   

   大槻 向葵 
25 ウイニングショット 鏑木 瑚子  8-4  

  鏑木 瑚子  
26  Bye   

   番場 琴葉 
27 More‐Tennis 番場 琴葉  8-6  

  番場 琴葉  
28  Bye   

   飯田 紗良 
29 R-PROJECT 渡辺 真心  8-0  

  七森 愛  
30 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 七森 愛 8-0   

   飯田 紗良 
31  Bye  8-1  

  飯田 紗良  
32 ウイニングショット 飯田 紗良  順位 3-4 ウィルソン 愛麗澄  

   ウィルソン 愛麗澄 
 飯田 紗良 8-6  
  
 順位 5-8 畠平 琉羽  
  佐々木 初菜 
 佐々木 初菜 6-2   

   モス 紗々 
 モス 紗々  6-1  
  モス 紗々  
 番場 琴葉 6-2  
   
 順位 7-8 畠平 琉羽  
  畠平 琉羽 
 番場 琴葉 8-6  
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2022 宮城県冬季ジュニアテニス大会(U-16,U-18)
兼 第30回東北春季ジュニアテニス大会宮城県選考会(U-18.16)
BS 16

所属団体 1R SF Final 勝者 
  

1 仙台三高 石川 楓  
  石川 楓 

2 エムズTP 高倉 旬 8-0   
   石川 楓 

3 東北学院高 大山 佳彦  8-2  
  仮屋 透真  

4 S C S 仮屋 透真 8-6   
   石川 楓 

5 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 渉  8-3  
  白鳥 伊吹  

6 More‐Tennis 白鳥 伊吹 8-1   
   安藤 透真 

7 エムズTP 阿部 悠摩  9-8(1)  
  安藤 透真  

8 仙台高専広瀬C 安藤 透真 8-2  
   
 順位 3-4 仮屋 透真  
  仮屋 透真 
 白鳥 伊吹 8-6  
   
 順位 5-8 高倉 旬  
  大山 佳彦 
 大山 佳彦 6-0   
   大山 佳彦 
 佐藤 渉  8-1  
  阿部 悠摩  
 阿部 悠摩 6-1  
   
 順位 7-8 高倉 旬  
  高倉 旬 

 佐藤 渉 8-0  

  
2022宮城県冬季ジュニアテニス大会(U-18.16) 
兼 第30回東北春季ジュニアテニス大会宮城県選考会(U-18.16)
GS 16

所属団体 1R SF Final 勝者 
  

1 ウイニングショット 鈴木 梨愛  
  鈴木 梨愛 

2  Bye   
   鈴木 梨愛 

3 ウイニングショット 鈴木 菜々  8-4  
  鈴木 菜々  

4 エムズTP 佐々木 陽 8-4   
   鈴木 梨愛 

5 ウイニングショット 長内 菜々美  8-4  
  宇田 芽衣  

6 ウイニングショット 宇田 芽衣 8-2   
   野口 妃与里 

7  Bye  8-2  
  野口 妃与里  

8 ウイニングショット 野口 妃与里  
   
 順位 3-4 鈴木 菜々  
  宇田 芽衣 
 宇田 芽衣 8-4  
   
 順位 5-8 佐々木 陽  
  長内 菜々美 
 長内 菜々美 9-7
 
 
 
 
 
 
 
 


