
[ジュニア_RSK] 2021 RSKジュニア東北予選
男子S-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

   
1 GASC　TT 福島県 高野 洸平 [1]  

   高野 洸平 [1]

2
秋田アスレティッククラ

ブ 秋田県 石野 湧志 8-2  
    高野 洸平 [1]

3 R-PROJECT 宮城県 石原 一輝  8-2
   石原 一輝  

4 リベロSC 青森県 松宮 颯仁 8-2  
    高野 洸平 [1]

5 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 佐々木 徠  8-6
   伊藤 啓太  

6 ＩＴＳベルズ 山形県 伊藤 啓太 8-0  
    伊藤 啓太

7 GASC　TT 福島県 加藤 柊羽  8-1
   秋田 敏太 [5]  

8 ウイニングショット 宮城県 秋田 敏太 [5] 8-5  
    高野 洸平 [1]

9 ウイニングショット 宮城県 福井 悠生 [4]  6-4 6-2
   福井 悠生 [4]  

10
モリオカロイヤルテニス

クラブ 岩手県 大川 響生 8-2  
    福井 悠生 [4]

11 山王ＴＣ 秋田県 佐藤 大空  8-1
   人見 竜聖  

12 GASC TT 福島県 人見 竜聖 8-3  
    森岩 岳琉 [7]

13 R-PROJECT 宮城県 福井 大夢  8-2
   柿崎 悠樹  

14 青森ＪＴＡＣ 青森県 柿崎 悠樹 8-5  
    森岩 岳琉 [7]

15 ストラットＪＴＣ 山形県 松井 郁貴  8-1
   森岩 岳琉 [7]  

16 フジサワテニスクラブ 岩手県 森岩 岳琉 [7] 8-3  
    中村 匡尚 [2]

17 しらさわJr 福島県 鳴海 太陽 [6]  8-5
   鳴海 太陽 [6]  

18 ファンキーTA 秋田県 石田 顕斗 8-6  
    白鳥 伊吹

19 リバティ 青森県 石田 恭啓  8-1
   白鳥 伊吹  

20 More‐Tennis 宮城県 白鳥 伊吹 8-1  
    白鳥 伊吹

21 プラスワン 山形県 池田 陽貴  8-6
   池田 陽貴  

22 フジサワテニスクラブ 岩手県 木村 康誠 8-3  
    鈴木 春人 [3]

23 team S 福島県 三瓶 涼賢  8-1
   鈴木 春人 [3]  

24 R-PROJECT 宮城県 鈴木 春人 [3] 8-4  
    中村 匡尚 [2]

25 ア・パース 福島県 山田 和輝 [8]  6-1 6-0
   山田 和輝 [8]  

26 リベロSC 青森県 斎藤 悠真 8-0  
    山田 和輝 [8]

27 SCS 宮城県 仮屋 透真  8-4
   仮屋 透真  

28
クレイルテニスアカデ

ミー 岩手県 佐々木 皓平 9-8(4)  
    中村 匡尚 [2]

29
秋田アスレティッククラ

ブ 秋田県 須藤 奏多  8-0
   小笠原 慶人  

30 ＢＴＡ 山形県 小笠原 慶人 8-1  
    中村 匡尚 [2]

31 GASC　TT 福島県 高木 大輔  8-0
   中村 匡尚 [2]  

32 岩手中学校 岩手県 中村 匡尚 [2] 8-0
   
順位決定戦

   
フジサワテニスクラブ 岩手県 森岩 岳琉 [7]

白鳥 伊吹
More‐Tennis 宮城県 白鳥 伊吹 8-6
  



男子S - コンソレ
Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 
1 石野 湧志

Loser  1-2  
石野 湧志

 8-1
2 松宮 颯仁  

Loser  3-4  
加藤 柊羽

 8-1
3 佐々木 徠  

Loser  5-6  
加藤 柊羽

 8-6
4 加藤 柊羽  

Loser  7-8  
松井 郁貴

 8-2
5 大川 響生  

Loser  9-10  
大川 響生

 8-0
6 佐藤 大空  

Loser  11-12  
松井 郁貴

 8-3
7 福井 大夢  

Loser  13-14  
松井 郁貴

 4-0 Ret.
8 松井 郁貴  

Loser  15-16  
松井 郁貴

 8-1
9 石田 顕斗  

Loser  17-18  
石田 恭啓

 8-2
10 石田 恭啓  

Loser  19-20  
木村 康誠

 8-4
11 木村 康誠  

Loser  21-22  
木村 康誠

 8-6
12 三瓶 涼賢  

Loser  23-24  
木村 康誠

 8-4
13 斎藤 悠真  

Loser  25-26  
佐々木 皓平

 8-2
14 佐々木 皓平  

Loser  27-28  
佐々木 皓平

 8-3
15 須藤 奏多  

Loser  29-30  
高木 大輔

 8-2
16 高木 大輔  

Loser  31-32



[ジュニア_RSK] 2021 RSKジュニア東北予選
女子S-本戦
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 早坂 来麗愛 [1]  

   早坂 来麗愛 [1]
2 天童ＳＫ 山形県 原田 紗雪 8-0  

    早坂 来麗愛 [1]
3 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 工藤 帆稀  8-5

   工藤 帆稀  
4 K.J.T.C 福島県 久能 瑠奈 8-6  

    早坂 来麗愛 [1]
5 ACK TC 青森県 小島 寧々  8-0

   小島 寧々  

6
秋田アスレティックク

ラブ 秋田県 土居 凛子 8-2  
    大村 和花子 [5]

7 ＩＴＳベルズ 山形県 三浦 芽  8-1
   大村 和花子 [5]  

8 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 大村 和花子 [5] 8-6  
    早坂 来麗愛 [1]

9 ウイニングショット 宮城県 宇田 芽衣 [3]  6-1 6-0
   宇田 芽衣 [3]  

10 team ｓ 福島県 齋藤 芹奈 8-1  
    宇田 芽衣 [3]

11
秋田アスレティックク

ラブ 秋田県 進藤 桃花  8-3
   進藤 桃花  

12 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 成谷 優夏 8-3  
    宇田 芽衣 [3]

13 イラコＴＣ山形 山形県 井上 知奈  8-4
   井上 知奈  

14
クレイルテニスアカデ

ミー 岩手県 本間 優衣 8-5  
    鈴木 菜々 [8]

15 KJ-TENNISACADEMY 青森県 熊谷 奈々花  8-1
   鈴木 菜々 [8]  

16 ウイニングショット 宮城県 鈴木 菜々 [8] 8-2  
    早坂 来麗愛 [1]

17 エムズTP 宮城県 髙橋 芽衣 [7]  8-0
   髙橋 芽衣 [7]  

18 ＢＴＡ 山形県 塚野 満月 8-3  
    髙橋 芽衣 [7]

19 紫波ウイング 岩手県 川村 紗慧  8-2
   川村 紗慧  

20 いわきローン 福島県 金子 咲綾音 8-4  
    髙橋 芽衣 [7]

21 青森ＪＴＡＣ 青森県 笹森 心響  8-2
   笹森 心響  

22 ファンキーＴＡ 秋田県 小野 実莉 8-2  
    奥山 し渚 [4]

23 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 高橋 ひかり  8-2
   奥山 し渚 [4]  

24 近江ＴＣ 山形県 奥山 し渚 [4] 8-1  
    野口 妃与里 [2]

25 リベロSC 青森県 渋谷 月姫 [6]  6-2 6-3
   渋谷 月姫 [6]  

26 ア・パース 福島県 鷺 茉優 8-3  
    長内 菜々美

27 ウイニングショット 宮城県 長内 菜々美  8-5
   長内 菜々美  

28 ＢＴＡ 山形県 小林 結菜 9-8(5)  
    野口 妃与里 [2]

29 ファンキーＴＡ 秋田県 泉 桃花  8-2
   泉 桃花  

30 北上ＴＡジュニア 岩手県 袰岩 那愛 8-2  
    野口 妃与里 [2]

31 ア・パース 福島県 渡部 里桜  8-3
   野口 妃与里 [2]  

32 ウイニングショット 宮城県 野口 妃与里 [2] 8-2
   
順位決定戦

   
ウイニングショット 宮城県 宇田 芽衣 [3]

宇田 芽衣 [3]
エムズTP 宮城県 髙橋 芽衣 [7] 8-1
  



女子S - コンソレ
Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 
1 原田 紗雪

Loser  1-2  
久能 瑠奈

 8-5
2 久能 瑠奈  

Loser  3-4  
三浦 芽

 8-3
3 土居 凛子  

Loser  5-6  
三浦 芽

 8-3
4 三浦 芽  

Loser  7-8  
成谷 優夏

 8-0
5 齋藤 芹奈  

Loser  9-10  
成谷 優夏

 8-1
6 成谷 優夏  

Loser  11-12  
成谷 優夏

 8-2
7 本間 優衣  

Loser  13-14  
本間 優衣

 8-1
8 熊谷 奈々花  

Loser  15-16  
成谷 優夏

 8-3
9 塚野 満月  

Loser  17-18  
塚野 満月

 9-8(6)
10 金子 咲綾音  

Loser  19-20  
塚野 満月

 8-2
11 小野 実莉  

Loser  21-22  
高橋 ひかり

 8-2
12 高橋 ひかり  

Loser  23-24  
小林 結菜

 8-6
13 鷺 茉優  

Loser  25-26  
小林 結菜

 8-0
14 小林 結菜  

Loser  27-28  
小林 結菜

 9-7
15 袰岩 那愛  

Loser  29-30  
袰岩 那愛

 8-4
16 渡部 里桜  

Loser  31-32


