
令和３年度 第 96 回 全日本テニス選手権 宮城県予選会

MS 28名

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

  
1 ニューフロンティアＴＣ 大久 一真 [1]  

  大久 一真 [1] 

2  Bye   
   小橋 佳教

3 東北学院大学 山村 柊羽  85
 小橋 佳教  

4 萩庭会 小橋 佳教 80  
  小橋 佳教

5 仙台市役所 守屋 一聖  81
守屋 一聖  

6 リベラ仙台 鏑木 悠生 84  
   緒方 優介[5] 

7 仙台大学 遠沢 風太  80
  緒方 優介[5]  

8 ニューフロンティアＴＣ 緒方 優介[5] 80  
    田村 融佑 [8] 

9 ニューフロンティアＴＣ 益子 理光 [4]  97
  益子 理光 [4]  

10  Bye   
    遠藤 和樹

11 PhoeniⅩ 守屋  一将  98(3)
遠藤 和樹  

12 リベラ仙台 遠藤 和樹 85  
 田村 融佑 [8]  

13 東北学院大学 小竹 柾士  83
 齋藤 颯太  

14 星和TC 齋藤 颯太 86  
  田村 融佑 [8]  

15 リベラ仙台 真榮平　卓  86
   田村 融佑 [8]  

16 オレンジＦ 田村 融佑 [8] 82  
   中嶌 航生 [2]  

17 仙台大 田中 翔馬 [6]  83  
  田中 翔馬 [6]  

18 東北学院大学 小野寺　翔 85  
    須賀川 竜舞

19 東北学院大学 菊地 佑介  97
   須賀川 竜舞  

20 ニューフロンティアＴＣ 須賀川竜舞 81  
   須賀川 竜舞 

21 ウイニングショット 齋藤 晶斗  82
 齋藤 晶斗  

22 東北学院大学 荒川 弦太郎 85  
   齋藤 晶斗 

23  Bye  W.O
  永作　和也 [3]  

24 PhoeniⅩ 永作　和也 [3]   
  中嶌 航生 [2] 

25 オレンジＦ 上野 七海 [7]  85
  上野 七海 [7]   

26 日本体育大学 國府 尊仁 81  
 上野 七海 [7]  

27 東北学院大 新妻 幸生  86
新妻 幸生  

28 星和ＴＣ 荒　椋介 82  
  中嶌 航生 [2] 

29 オレンジ フィールド 伏見 元樹  82
 和田 錬音  

30 東北学院大 和田 錬音 84  
    中嶌 航生 [2] 

31  Bye  82
  中嶌 航生 [2]  

32 ニューフロンティアＴＣ 中嶌 航生 [2]  
  

※シード順位はエントリー締切日6/10現在の県テ協会ランキングによる。



 

MS

所属団体 Round 1 Round 2 Semifinals Final 勝者 
  

1 ニューフロンティアＴＣ 大久  一真 

1.大久  一真 

2 東北学院大学 山村  柊羽 61  

 1.大久  一真 

3 リベラ仙台 鏑木  悠生 62

3.鏑木  悠生  

4 仙台大学 遠沢 風太 63  

 1.大久  一真 

5 ニューフロンティアＴＣ 益子 理光 75
6.守屋  一将  

6 PhoeniⅩ 守屋  一将 75  

8.真榮平　卓 

7 東北学院大学 小竹 柾士 64
8.真榮平　卓  

8 リベラ仙台 真榮平　卓 61  

 1.大久  一真 

9 東北学院大学 小野寺　翔 75

9.小野寺　翔  

10 東北学院大学 菊地 佑介 61  

  9.小野寺　翔

11 東北学院大学 荒川 弦太郎  63

 11.荒川 弦太郎  

12 PhoeniⅩ 永作　和也 W.O  

  9.小野寺　翔

13 日本体育大学 國府 尊仁  75

 13.國府 尊仁  

14 星和ＴＣ 荒　椋介 64  

  15.伏見 元樹

15 オレンジ フィールド 伏見 元樹  64

31- 15.伏見 元樹  

32 16  Bye   

18

19

※ コンソレーションゲーム　1セットマッチ・ノーアド
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ＭＳ、優勝：中嶌 航生、田村 融佑（左） 、 ＷＳ優勝：池田 和香、松原 綾乃（右）

第96回 全日本テニス選手権大会 宮城県予選会 入賞者

Ｒ３.７.３（土）－４（日） グランディ２１



令和３年度 第 96 回 全日本テニス選手権 宮城県予選会

WS 5名

所属団体 Round 1 Semifinals Final 勝者 
  

1 DIASS中山 池田 和香 [1]  
 池田 和香 [1]

2 Bye   
  池田 和香 [1]

3 Bye  83
 鎌田　愛莉  

4 Ｒ-PROJECT 鎌田　愛莉   
  池田 和香 [1]

5 仙台大 桜庭 千夏  81
 桜庭 千夏  

6 ダンロップＩＰＴＣ 上田 穂乃佳 85  
   松原 綾乃 [2]

7 Bye  83
 松原 綾乃 [2]  

8 東北学院大 松原 綾乃 [2]   
   

WS

所属団体 Round 1 Final 勝者 
  

1-2 1 Bye  
鎌田　愛莉

4 2 Ｒ-PROJECT 鎌田　愛莉   

  鎌田　愛莉

6 3 ダンロップＩＰＴＣ 上田 穂乃佳  60
 上田 穂乃佳  

7-8 4 Bye   

　　　※ コンソレーションゲーム　1セットマッチ・ノーアド

※シード順位はエントリー締切日6/10現在の県テ協会ランキングによる。

第96回 全日本テニス選手権大会 宮城県予選会 入賞者

Ｒ３.７.３（土）－４（日） グランディ２１



令和３年度 第 96 回 全日本テニス選手権 宮城県予選会

MD 　　10組

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
ニューフロンティア 益子 理光 [1]

1 オレンジ フィールド 上野 七海 益子 理光 [1]

 上野 七海

2 Bye  益子 理光 [1]
東北学院大学 小竹 柾士  上野 七海

3 東北学院大学 荒川 弦太郎 小竹 柾士 82
DIASS中山 大塚 隆史 荒川 弦太郎  

4 オレンジ フィールド 伏見 元樹 86  小橋 佳教

仙台市役所 守屋 一聖【3】   新妻 幸生

5 仙台市役所 豊島 礼之  守屋 一聖【3】 86
 豊島 礼之  

6 Bye   小橋 佳教

  新妻 幸生

7 Bye  小橋 佳教 83
萩庭会 小橋 佳教  新妻 幸生  

8 東北学院大 新妻 幸生   大久 一真 【4】

ウイニングショット　　 齋藤 晶斗 須賀川 竜舞

9 東北学院大 和田 錬音 齋藤 晶斗 86
 和田 錬音

10 Bye   大久 一真 【4】

 須賀川 竜舞

11 Bye  大久 一真 【4】 85
ニューフロンティア 大久 一真 【4】 須賀川 竜舞  

12 ニューフロンティア 須賀川 竜舞   大久 一真 【4】

東北学院大学 菊地 佑介  須賀川 竜舞

13 東北学院大学 山村 柊羽 田中 翔馬 86
仙台大 田中 翔馬 遠沢 風太  

14 仙台大 遠沢 風太 81 田中 翔馬

 遠沢 風太

15 Bye  永作 和也 [2] 86
PhoeniⅩ 永作 和也 [2]  守屋 一将  

16 PhoeniⅩ 守屋 一将  

※シード順位はエントリー締切日6/10現在の県テ協会ランキングによる。



MD

所属団体 Round 1 Semifinals Final 勝者 

1-2 1 Bye 大塚 隆史

DIASS中山 大塚 隆史 伏見 元樹

4 2 オレンジ フィールド 伏見 元樹 守屋 一聖

仙台市役所 守屋 一聖 豊島 礼之

5-6 3 仙台市役所 豊島 礼之 守屋 一聖 76(0)

豊島 礼之  

7-8 4 Bye 守屋 一聖

亜細亜大学 齋藤 晶斗 豊島 礼之

9 5 東北学院大 和田 錬音 齋藤 晶斗 64

11- 和田 錬音  

12 6 Bye 永作 和也

東北学院大学 菊地 佑介 守屋 一将

13 7 東北学院大学 山村 柊羽 永作 和也 64

PhoeniⅩ 永作 和也 守屋 一将  

16 8 PhoeniⅩ 守屋 一将 60

　　　※ コンソレーションゲーム　1セットマッチ・ノーアド

ＭＤ優勝： 大久 一真（右）・須賀川 竜舞 、準優勝： 小橋 佳教・新妻 幸生（左）



令和３年度 第 96 回 全日本テニス選手権 宮城県予選会

WD 　　3組

所属団体 1 2 3 勝敗 取得ゲーム率 順位

1 
PhoeniⅩ
ウイニングショット

豊田 由実子 [1]
鏑木 恭子

 3-8 1-8 0-2 ３ 位

2 
仙台大
Ｒ-PROJECT

桜庭 千夏

鎌田 愛莉
8-3  5-8 1-1 ２ 位

3 
DIASS中山
東北学院大

池田 和香

松原 綾乃
8-1 8-5  2-0 １ 位

令和３年度 第 96 回 全日本テニス選手権 宮城県予選会

宮城県ポイント表

優勝 準優勝 Ｂ４ Ｂ８ Ｂ１６ Ｂ３２

５６ ３９ ２５ １４ ８ ４

３２ ２２ １４ ８ ５

１５ １１ ７ ４

１０ ７ ４
ラウンド
ロビン

※Byeで２回戦に入った選手が２回戦で敗れた場合でも、２回戦敗者と同じポイントを得る。

 女子 Ｄ　　  Ｇ１　　　      ４　　　　　　３

※シード順位はエントリー締切日6/10現在の県テ協会ランキングによる。

種目　　グレード　ドロー数　　参加者

 男子 Ｓ　　  Ｇ５　　　　  ３２　　　　　２８

 男子 Ｄ　　  Ｇ３　　　　  １６　　　　　１０

 女子Ｓ　　   Ｇ２　　 　 　  ８　　　　　　６

ＷＤ優勝：池田 和香（左）・松原 綾乃 、準優勝： 鎌田 愛莉・桜庭 千夏
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