
令和３年度 宮城県テニス選手権大会(一般・ベテラン）
　MS　13名

登録番号 所属団体 1R QF SF Final 勝者 
   

1  PhoeniⅩ 永作 和也 【1】  
   永作和也 【1】  

2   Bye    
     遠藤 和樹  

3  リベラ仙台 遠藤 和樹  98(6)

   遠藤 和樹   

4  ウイニングショット 加藤 諒也 85   
    益子理光 【4】  

5  ニューフロンティア  益子理光 【4】  83

   益子理光 【4】   

6   リベラ仙台 鳴戸 一貴 81   
     益子理光 【4】  

7  リベラ仙台 鏑木 悠生  81
   齋藤 颯太   

8 星和TC 齋藤 颯太 86  

   益子理光 【4】  

9 リベラ仙台 真榮平 卓 82  

   真榮平 卓   

10 オレンジ フィールド 伏見 元樹 85  
    上野七海 【3】  

11   Bye  82  
   上野七海 【3】   

12  オレンジ フィールド 上野 七海 【3】   

     上野七海 【3】  

13  星和TC 荒 椋介  86  
   加藤 志門  

14  ニューフロンティア 加藤 志門 84  

    守屋一聖 【2】  

15  Bye  85
   守屋一聖 【2】   

16  仙台市役所 守屋 一聖 【2】  
   

  

MS　（コンソレーションゲーム）１セットマッチ（ユーズドボール使用）

登録番号 所属団体 1R SF Final 勝者 
   

1  PhoeniⅩ 永作 和也  

   永作 和也
3  ウイニングショット 加藤 諒也 62  

     永作 和也
6   リベラ仙台 鳴戸 一貴  62

   鏑木 悠生  
7  リベラ仙台 鏑木 悠生 64  

     伏見 元樹
10  オレンジ フィールド 伏見 元樹  63

   伏見 元樹  
11～12   Bye   

     伏見 元樹
14  星和TC 荒 椋介  64

   荒 椋介  
15～16 Bye   

     

※ 8/1発表・県ランキング表で守屋 一聖選手の県体Ｓのポイントに間違いがありましたので訂正しシードを決定しました。



一般男子S優勝：益子理光（右）、 準優勝：上野 七

やったぜ!!

がっくし！ (>_<)

一般男子シングルス 決勝戦 9/4（土） グランディ２１



令和３年度 宮城県テニス選手権大会(一般・ベテラン）

　MD　8組

登録番号 所属団体 1R SF Final 勝者 

ニューフロンティア 益子 理光【1】

オレンジ フィールド 上野 七海 益子理光【1】

リベラ仙台 真榮平 卓 上野 七海

リベラ仙台 遠藤 和樹
81

益子理光【1】

DIASS中山 大塚 隆史 上野 七海

PhoeniⅩ 児玉 健輔 守屋 一聖
85

仙台市役所 守屋 一聖 豊島 礼之

仙台市役所 豊島 礼之
82

益子理光【1】

ルネサンス 佐川 裕一 上野 七海

ルネサンス 佐藤 哲也 村井 真也
84

リベラ仙台 村井 真也 鏑木 悠生

リベラ仙台 鏑木 悠生
82

永作 和也【2】

ニューフロンティア 加藤 志門 守屋 一将

オレンジ フィールド 伏見 元樹 永作 和也【2】
83

PhoeniⅩ 永作 和也【2】 守屋 一将

PhoeniⅩ 守屋 一将
86

   

  

MＤ　（コンソレーションゲーム）１セットマッチ（ユーズドボール使用）

登録番号 所属団体 1R Final 勝者 

リベラ仙台 真榮平 卓

リベラ仙台 遠藤 和樹 大塚 隆史

DIASS中山 大塚 隆史 児玉 健輔

PhoeniⅩ 児玉 健輔 大塚 隆史

ルネサンス 佐川 裕一 児玉 健輔

ルネサンス 佐藤 哲也 加藤 志門

ニューフロンティア 加藤 志門 伏見 元樹

オレンジ フィールド 伏見 元樹  
7
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令和３年度 宮城県テニス選手権大会(一般・ベテラン）

　WD　5組　（1組棄権のためラウンドロビンに変更した。）

　ＷＤ　（5組　1組棄権）

登録番号 所属団体 選手名 1 2 3 4 勝敗 勝率 順位

PhoeniⅩ 豊田由実子

ウイニングショット 鏑木 恭子

リベラ仙台 鈴木 千登世

ウイニングショット 助永 美幸

ＪＲ東日本 川村 周子

ニューフロンティア 福田 志帆

七十七銀行 和田 咲良

PhoeniⅩ 大竹 千紘

オレンジ フィールド 和久 千聡

オレンジ フィールド 山崎 遥
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一般男子Ｄ優勝：益子理光（右）・上野 七海

準優勝：守屋 一将・永作和也（左）
一般女子Ｄ優勝：川村 周子（右）・福田 志帆

準優勝：鏑木 恭子・豊田由実子（左）

一般男女Ⅾ 優勝 おめでとう！！!(^^)!


