
【ジュニア】2019RSKジュニア東北予選大会

男子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

1 ウイニングショット 宮城県 五十嵐 涼太 [1]  

   五十嵐 涼太 [1] 

2 しらさわジュニア 福島県 佐藤 琉成 8-1   

    五十嵐 涼太 [1] 

3 秋田アスレティッククラブ 秋田県 大山 智也  8-2  

   駒田 大地  

4 ウイニングショット 宮城県 駒田 大地 8-3   

    五十嵐 涼太 [1] 

5 岩手中学校 岩手県 金 桜汰  6-2 6-2  

   金 桜汰  

6 青森ＪＴＡＣ 青森県 石田 恭啓 8-0   

    金 桜汰 

7 ＩＴＳベルズ 山形県 増川 幸汰  8-4  

   三浦 怜央 [7]  

8 More‐Tennis 宮城県 三浦 怜央 [7] 8-0   

    五十嵐 涼太 [1] 

9 リベロSC 青森県 三浦 陽 [3]  6-0 6-1  

   三浦 陽 [3]  

10 まつぞのスポーツクラブ 岩手県 畠山 侑 8-0   

    三浦 陽 [3] 

11 近江ＴＣ 山形県 阿部 陽来  8-0  

   工藤 新  

12 ウイニングショット 宮城県 工藤 新 9-8(12)   

    三浦 陽 [3] 

13 ア・パース 福島県 島村 晃登  7-6(4) 6-2  

   島村 晃登  

14 山清テニスクラブ 岩手県 畑中 秀 8-3   

    島村 晃登 

15 山王テニスクラブ 秋田県 続橋 優斗  8-5  

   石川 楓 [5]  

16 ウイニングショット 宮城県 石川 楓 [5] 8-1   

    五十嵐 涼太 [1] 

17 R-PROJECT 宮城県 田畑 遼 [8]  6-4 6-2  

   草野 友希  

18 ア・パース 福島県 草野 友希 8-5   

    西谷 悠 

19 ファンキーTA 秋田県 美作 匠人  8-6  

   西谷 悠  

20 リベロSC 青森県 西谷 悠 8-3   

    城 義弥 [4] 

21 ＩＴＳベルズ 山形県 大内 大雅  6-1 6-1  

   大内 大雅  

22 ウイニングショット 宮城県 五十嵐 昊也 8-4   

    城 義弥 [4] 

23 フジサワテニスクラブ 岩手県 森岩 岳琉  8-1  

   城 義弥 [4]  

24 ウイニングショット 宮城県 城 義弥 [4] 8-0   

    佐藤 颯基 [2] 

25 ウイニングショット 宮城県 小堤 慶太 [6]  6-4 6-2  

   小堤 慶太 [6]  

26 ファンキーTA 秋田県 野坂 条 8-4   

    小堤 慶太 [6] 

27 青森ＪＴＡＣ 青森県 佐々木 爽一郎  9-8(2)  

   根本 陽生  

28 More-Tennis 福島県 根本 陽生 8-2   

    佐藤 颯基 [2] 

29 岩手中学校 岩手県 和田 侑優  7-5 6-1  

   河野 真大  

30 近江ＴＣ 山形県 河野 真大 8-6   

    佐藤 颯基 [2] 

31 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 大場 祐悟  8-2  

   佐藤 颯基 [2]  

32 泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐藤 颯基 [2] 8-2  

   

推薦順位戦

9 リベロSC 青森県 三浦 陽 [3]

  城 義弥 [4] 

24 ウイニングショット 宮城県 城 義弥 [4] 9-7



男子シングルス - コンソレ
Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

 

1 佐藤 琉成 

Loser  1-2  

佐藤 琉成

 8-5

2 大山 智也  

Loser  3-4  

増川 幸汰

 8-4

3 石田 恭啓  

Loser  5-6  

増川 幸汰

 8-1

4 増川 幸汰  

Loser  7-8  

畑中 秀 

 8-2  

5 畠山 侑  

Loser  9-10  

阿部 陽来

 8-3

6 阿部 陽来  

Loser  11-12  

畑中 秀

 8-5

7 畑中 秀  

Loser  13-14  

畑中 秀

 8-2

8 続橋 優斗  

Loser  15-16  

田畑 遼 

 8-6  

9 田畑 遼  

Loser  17-18  

田畑 遼

 8-1

10 美作 匠人  

Loser  19-20  

田畑 遼

 8-5

11 五十嵐 昊也  

Loser  21-22  

五十嵐 昊也

 8-0

12 森岩 岳琉  

Loser  23-24  

田畑 遼 

 8-5  

13 野坂 条  

Loser  25-26  

野坂 条

 8-1

14 佐々木 爽一郎  

Loser  27-28  

野坂 条

 8-4

15 和田 侑優  

Loser  29-30  

和田 侑優

 8-5

16 大場 祐悟  

Loser  31-32 



【ジュニア】2019RSKジュニア東北予選大会

女子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

1 ＩＴＳベルズ 山形県 石澤 萌々子 [1]  

   石澤 萌々子 [1] 

2 リベロSC 青森県 今井 未海 8-1   

    石澤 萌々子 [1] 

3 GASC　TT 福島県 高橋 侑里  8-1  

   高橋 侑里  

4 エムズテニスパーク 宮城県 伊藤 理乃 8-5   

    石澤 萌々子 [1] 

5 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 土樋 燕  6-1 6-2  

   土樋 燕  

6 秋田アスレティッククラブ 秋田県 進藤 桃花 8-2   

    下杉 海寧 [5] 

7 近江ＴＣ 山形県 阿部 由依菜  8-4  

   下杉 海寧 [5]  

8 R-PROJECT 宮城県 下杉 海寧 [5] 8-2   

    石澤 萌々子 [1] 

9 R-PROJECT 宮城県 小堀 歩乃佳 [3]  6-2 6-3  

   小堀 歩乃佳 [3]  

10 いわきローンテニスクラブ 福島県 草野 千莉 8-3   

    小堀 歩乃佳 [3] 

11 ＴＴＪ 山形県 渡邊 なな  8-3  

   渡邊 なな  

12 ファンキーTA 秋田県 泉 桃花 8-3   

    小堀 歩乃佳 [3] 

13 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 工藤 帆稀  6-1 4-6 6-0  

   鳴海 春佳  

14 F・Tennis 福島県 鳴海 春佳 8-2   

    早坂 来麗愛 [6] 

15 ラブインドアテニスクラブ 岩手県 川村 真央  8-4  

   早坂 来麗愛 [6]  

16 R-PROJECT 宮城県 早坂 来麗愛 [6] 8-0   

    石澤 萌々子 [1] 

17 ウイニングショット 宮城県 雪谷 麻紗 [7]  6-0 6-2  

   雪谷 麻紗 [7]  

18 常磐ジュニアテニスクラブ 福島県 大坂 芽暖 9-7   

    雪谷 麻紗 [7] 

19 イラコＴＣ山形 山形県 原田 えりな  8-2  

   石田 惺子  

20 青森ＪＴＡＣ 青森県 石田 惺子 8-3   

    大山 藍 [4] 

21 ファインテニスアカデミー 岩手県 小野寺 花愛  6-2 6-7(2) 7-5  

   那波 碧彩  

22 秋田アスレティッククラブ 秋田県 那波 碧彩 8-0   

    大山 藍 [4] 

23 ＩＴＳベルズ 山形県 今野 愛鈴  8-1  

   大山 藍 [4]  

24 R-PROJECT 宮城県 大山 藍 [4] 8-0   

    鈴木 梨愛 [2] 

25 いわきニュータウンテニス倶楽部 福島県 石井 颯 [8]  7-6(5) 6-1  

   石井 颯 [8]  

26 エムズTP 宮城県 髙橋 芽衣 8-1   

    石井 颯 [8] 

27 ファンキーＴＡ 秋田県 佐藤 優愛  8-1  

   佐藤 優愛  

28 オレンジフィールド 宮城県 齋藤 怜依 9-8(3)   

    鈴木 梨愛 [2] 

29 クレイルテニスアカデミー 岩手県 本間 遥  6-1 6-0  

   本間 遥  

30 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 夏坂 海夕愛 8-4   

    鈴木 梨愛 [2] 

31 近江ＴＣ 山形県 小林 結菜  8-6  

   鈴木 梨愛 [2]  

32 ウイニングショット 宮城県 鈴木 梨愛 [2] 8-0  

   

  

推薦順位戦

9 R-PROJECT 宮城県 小堀 歩乃佳 [3] 

  大山 藍 [4] 

24 R-PROJECT 宮城県 大山 藍 [4] 8-4



女子シングルス - コンソレ
Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

 

1 今井 未海 

Loser  1-2  

伊藤 理乃

 9-8(5)

2 伊藤 理乃  

Loser  3-4  

阿部 由依菜 

 8-0  

3 進藤 桃花  

Loser  5-6  

阿部 由依菜

 9-7

4 阿部 由依菜  

Loser  7-8  

草野 千莉 

 8-3  

5 草野 千莉  

Loser  9-10  

草野 千莉

 8-2

6 泉 桃花  

Loser  11-12  

草野 千莉 

 8-1  

7 工藤 帆稀  

Loser  13-14  

川村 真央

 8-5

8 川村 真央  

Loser  15-16  

草野 千莉 

 8-4  

9 大坂 芽暖  

Loser  17-18  

大坂 芽暖

 8-3

10 原田 えりな  

Loser  19-20  

大坂 芽暖 

 8-3  

11 小野寺 花愛  

Loser  21-22  

今野 愛鈴

 8-2

12 今野 愛鈴  

Loser  23-24  

大坂 芽暖 

 w.o. 

13 髙橋 芽衣  

Loser  25-26  

齋藤 怜依

 8-6

14 齋藤 怜依  

Loser  27-28  

夏坂 海夕愛 

 8-1  

15 夏坂 海夕愛  

Loser  29-30  

夏坂 海夕愛

 8-5

16 小林 結菜  

Loser  31-32 


