
第26回東北秋季ジュニアテニス選手権大会兼中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会東北予選会

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

選手登録番号 所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
    

1 M78327 泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐藤 駿弥 [1]  
    佐藤 駿弥 [1]

2    Bye 1   
     佐藤 駿弥 [1] 

3 M75493 リベロSC 青森県 北山 沢  8-1  
    北山 沢  

4 M78631 秋田アスレティッククラブ 秋田県 宮越 海成 8-4   
     佐藤 駿弥 [1] 

5 M79377 イラコＴＣ山形 山形県 小川 郁哉  8-2  
    浜崎 爽  

6 M78324 ニューフロンティア 宮城県 浜崎 爽 9-8(3)   
     小原 凜太朗 [8] 

7    Bye 7  9-7  
    小原 凜太朗 [8]  

8 M76974 岩手中学校 岩手県 小原 凜太朗 [8]   
     佐藤 駿弥 [1] 

9 M78605 秋田商業高校 秋田県 野坂 迅 [3]  8-3  
    野坂 迅 [3]  

10    Bye 3   
     野坂 迅 [3] 

11 M78376 ウイニングショット 宮城県 城 義弥  8-3  
    城 義弥  

12 M123555 クレイルテニスアカデミー 岩手県 髙橋 涼太 8-2   
     野坂 迅 [3] 

13 M78990 ＢＴＡ 山形県 國井 太貴  8-4  
    篠原 健介  

14 M80478 ア・パース 福島県 篠原 健介 8-4   
     五十嵐 涼太 [6] 

15    Bye 5  8-4  
    五十嵐 涼太 [6]  

16 M78375 ウイニングショット 宮城県 五十嵐 涼太 [6]   
     佐藤 駿弥 [1] 

17 M78326 泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐藤 颯基 [7]  9-8(4)  
    佐藤 颯基 [7]  

18    Bye 6   
     佐藤 颯基 [7] 

19 M76860 岩手中学校 岩手県 戸塚 唯礼  8-6  
    戸塚 唯礼  

20 M75466 リベロSC 青森県 三浦 陽 8-3   
     佐藤 颯基 [7] 

21 M80509 いわきローンTC 福島県 菅野 央介  8-5  
    菅野 央介  

22 M78499 秋田アスレティッククラブ 秋田県 大山 智也 8-2   
     齋藤 駿斗 [4] 

23    Bye 4  8-4  
    齋藤 駿斗 [4]  

24 M78372 ウイニングショット 宮城県 齋藤 駿斗 [4]   
     中村 右京 [2] 

25 M78374 ウイニングショット 宮城県 小堤 康太郎 [5]  8-3  
    小堤 康太郎 [5]  

26    Bye 8   
     小堤 康太郎 [5] 

27 M80547 ルネサンス棚倉 福島県 宮武 魁  8-3  
    宮武 魁  

28 M78603 ファンキーTA 秋田県 野坂 条 8-1   
     中村 右京 [2] 

29 M147601 リベロSC 青森県 齋藤 優真  8-2  
    齋藤 優真  

30 M79156 日大山形高 山形県 阿部 壱冴 8-4   
     中村 右京 [2] 

31    Bye 2  8-2  
    中村 右京 [2]  

32 M76866 まつぞのスポーツクラブ 岩手県 中村 右京 [2]  
    
   

５位決定戦
野坂 迅 小原 凜太朗  
 野坂 迅  五十嵐 涼太
佐藤 颯基 8-1  五十嵐 涼太 8-2  
     齋藤 駿斗 

  齋藤 駿斗  9-8(3)
   齋藤 駿斗  

 小堤 康太郎 8-4

３位決定戦



第26回東北秋季ジュニアテニス選手権大会兼中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会東北予選会

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

選手登録番号 所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
    

1 F78427 R-PROJECT 宮城県 千葉 瑠子 [1]  
    千葉 瑠子 [1]

2    Bye 1   
     千葉 瑠子 [1] 

3 F77110 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 成谷 優芽  8-3  
    成谷 優芽  

4 F75484 ACK TC 青森県 小島 莉子 8-1   
     千葉 瑠子 [1] 

5 F78545 ファンキーTA 秋田県 佐々木 実夕  8-2  
    阿部 咲楽  

6 F79111 プラスワン 山形県 阿部 咲楽 8-2   
     小形 寧音 [8] 

7    Bye 7  8-5  
    小形 寧音 [8]  

8 F80979 GASC TT 福島県 小形 寧音 [8]   
     千葉 瑠子 [1] 

9 F77133 クレイルテニスアカデミー 岩手県 吉田 梨真 [3]  8-1  
    吉田 梨真 [3]  

10    Bye 3   
     吉田 梨真 [3] 

11 F78479 ファンキーTA 秋田県 泉 穂乃花  8-3  
    藤田 琴里  

12 F78358 聖和学園高 宮城県 藤田 琴里 8-1   
     吉田 梨真 [3] 

13 F79288 中山ローンＴＣ 山形県 大津 奈南  8-2  
    中澤 楓  

14 F123971 GASC　TT 福島県 中澤 楓 8-4   
     中澤 楓 

15    Bye 5  8-6  
    三浦 奈々 [5]  

16 F78440 More-Tennis 宮城県 三浦 奈々 [5]   
     千葉 瑠子 [1] 

17 F78357 ウイニングショット 宮城県 佐藤 美月 [7]  8-3  
    佐藤 美月 [7]  

18    Bye 6   
     佐藤 美月 [7] 

19 F77122 山清テニスクラブ 岩手県 八重樫 瑠子  8-1  
    茂木 音羽  

20 F78989 ＢＴＡ 山形県 茂木 音羽 8-5   
     佐藤 美月 [7] 

21 F81011 いわきニュータウンテニス倶楽部 福島県 松本 可菜  8-6  
    松本 可菜  

22 F75500 青森ＪＴＡＣ 青森県 石田 惺子 8-1   
     城 碧海 [4] 

23    Bye 4  8-1  
    城 碧海 [4]  

24 F78354 ウイニングショット 宮城県 城 碧海 [4]   
     下原 茉莉佳 [6] 

25 F78352 仙台育英 宮城県 下原 茉莉佳 [6]  8-6  
    下原 茉莉佳 [6]  

26    Bye 8   
     下原 茉莉佳 [6] 

27 F77091 フジサワテニスクラブ 岩手県 佐々木 怜  8-5  
    佐々木 怜  

28 F66959 秋田アスレティッククラブ 秋田県 進藤 桃花 8-0   
     下原 茉莉佳 [6] 

29 F148649 ウイニングショット 宮城県 夜野 光莉  8-2  
    夜野 光莉  

30 F75498 青森ＪＴＡＣ 青森県 本田 和奏 8-1   
     志賀 亜希奈 [2] 

31    Bye 2  8-4  
    志賀 亜希奈 [2]  

32 F80997 アパーステニスクラブ 福島県 志賀 亜希奈 [2]  
     
   

５位決定戦
吉田 梨真 小形 寧音  
 吉田 梨真  小形 寧音 
佐藤 美月 8-2  中澤 楓 8-4  
     城 碧海 

  城 碧海  8-5
   城 碧海  

 志賀 亜希奈 8-4

３位決定戦



男子ダブルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

M76866 まつぞのスポーツクラブ 岩手県 中村 右京 [1]

1 M166990 泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐藤 駿弥 中村 右京 [1] 

M79087 近江ＴＣ 山形県 佐藤 青葉 佐藤 駿弥 

2 M78856 近江ＴＣ 山形県 池野 匠 8-3  中村 右京 [1] 

M148062 ウイニングショット 宮城県 工藤 新  佐藤 駿弥 

3 M78343 ウイニングショット 宮城県 石川 楓 加藤 奨稀 8-3  

M80476 ア・パース 福島県 加藤 奨稀 島村 晃登  

4 M80475 ア・パース 福島県 島村 晃登 8-4  中村 右京 [1] 

M78375 ウイニングショット 宮城県 五十嵐 涼太 [3]  佐藤 駿弥 

5 M78371 ウイニングショット 宮城県 根津 圭佑 五十嵐 涼太 [3] 8-3  

M78499 秋田アスレティッククラブ 秋田県 大山 智也 根津 圭佑  

6 M78631 秋田アスレティッククラブ 秋田県 宮越 海成 8-4  五十嵐 涼太 [3] 

M76849 フジサワテニスクラブ 岩手県 森岩 新  根津 圭佑 

7 M76892 岩手中学校 岩手県 金 桜汰 森岩 新 8-3  

M75493 リベロSC 青森県 北山 沢 金 桜汰  

8 M147601 リベロSC 青森県 齋藤 優真 8-3  中村 右京 [1] 

M78330 ニューフロンティア 宮城県 下山 玄祐  佐藤 駿弥 

9 M78447 ニューフロンティア 宮城県 長井 創 小原 凜太朗 8-5  

M76974 岩手中学校 岩手県 小原 凜太朗 長谷川 司  

10 M76840 モリオカロイヤルテニスクラブ 岩手県 長谷川 司 8-2  小原 凜太朗 

M79377 イラコＴＣ山形 山形県 小川 郁哉  長谷川 司 

11 M79378 イラコＴＣ山形 山形県 後藤 大我 城 義弥 [4] 8-3  

M78376 ウイニングショット 宮城県 城 義弥 [4] 駒田 智大  

12 M78344 ウイニングショット 宮城県 駒田 智大 8-6  小堤 康太郎 [2] 

M75466 リベロSC 青森県 三浦 陽  齋藤 駿斗 

13 M75467 リベロSC 青森県 西谷 悠 野坂 条 8-3  

M78603 ファンキーTA 秋田県 野坂 条 野坂 迅  

14 M78605 秋田商業高校 秋田県 野坂 迅 8-1  小堤 康太郎 [2] 

M80495 いわきニュータウンテニス倶楽部 福島県 種田 嘉人  齋藤 駿斗 

15 M80478 ア・パース 福島県 篠原 健介 小堤 康太郎 [2] 8-4  

M78374 ウイニングショット 宮城県 小堤 康太郎 [2] 齋藤 駿斗  

16 M78372 ウイニングショット 宮城県 齋藤 駿斗 8-3  

    

   

五十嵐 涼太

根津 圭佑 五十嵐 涼太  
小原 凜太朗 根津 圭佑  
長谷川 司 8-3  

 

第26回東北秋季ジュニアテニス選手権大会兼中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会東北予選会

３位決定戦



女子ダブルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

F78427 R-PROJECT 宮城県 千葉 瑠子 [1]

1 F80997 アパーステニスクラブ 福島県 志賀 亜希奈 千葉 瑠子 [1] 

F79362 中山ローンＴＣ 山形県 佐藤 一花 志賀 亜希奈 

2 F79288 中山ローンＴＣ 山形県 大津 奈南 8-0  千葉 瑠子 [1] 

F78380 エムズテニスパーク 宮城県 佐藤 ひかり  志賀 亜希奈 

3 F78383 エムズテニスパーク 宮城県 髙橋 唯 佐藤 ひかり 8-1  

F75496 リベロSC 青森県 及川 心絆 髙橋 唯  

4 F75484 ACK TC 青森県 小島 莉子 8-4  千葉 瑠子 [1] 

F148649 ウイニングショット 宮城県 夜野 光莉 [4]  志賀 亜希奈 

5 F78358 聖和学園高 宮城県 藤田 琴里 松本 可菜 8-4  

F81011 いわきニュータウンテニス倶楽部 福島県 松本 可菜 込山 晃子  

6 F81017 いわきローンテニスクラブ 福島県 込山 晃子 8-5  佐々木 怜 

F78486 秋田アスレティッククラブ 秋田県 伊藤 希紗  吉田 梨真 

7 F66959 秋田アスレティッククラブ 秋田県 進藤 桃花 佐々木 怜 8-1  

F77091 フジサワテニスクラブ 岩手県 佐々木 怜 吉田 梨真  

8 F77133 クレイルテニスアカデミー 岩手県 吉田 梨真 8-1  千葉 瑠子 [1] 

F78545 ファンキーTA 秋田県 佐々木 実夕  志賀 亜希奈 

9 F78479 ファンキーTA 秋田県 泉 穂乃花 佐藤 美月 8-6  

F78357 ウイニングショット 宮城県 佐藤 美月 武田 祐乃  

10 F78355 ウイニングショット 宮城県 武田 祐乃 8-2  佐藤 美月 

F158797 青森ＪＴＡＣ 青森県 小坂 優歌  武田 祐乃 

11 F75498 青森ＪＴＡＣ 青森県 本田 和奏 寺島 陽菜 [3] 8-4  

F81012 いわきニュータウンテニス?楽部 福島県 寺島 陽菜 [3] 小形 寧音  

12 F80979 GASC TT 福島県 小形 寧音 8-0  下原 茉莉佳 [2] 

F79111 プラスワン 山形県 阿部 咲楽  城 碧海 

13 F79310 近江ＴＣ 山形県 阿部 由依菜 八重樫 瑠子 8-6  

F77122 山清テニスクラブ 岩手県 八重樫 瑠子 成谷 優芽  

14 F77110 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 成谷 優芽 8-3  下原 茉莉佳 [2] 

F81052 石川義塾中学校 福島県 佐々木 啓  城 碧海 

15 F81029 Team　S　Jr 福島県 名子 鈴花 下原 茉莉佳 [2] 8-4  

F78352 仙台育英 宮城県 下原 茉莉佳 [2] 城 碧海  

16 F78354 ウイニングショット 宮城県 城 碧海 8-0  

    

   

佐々木 怜 
吉田 梨真 佐々木 怜  
佐藤 美月 吉田 梨真  
武田 祐乃 8-3  

 

第26回東北秋季ジュニアテニス選手権大会兼中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会東北予選会

３位決定戦



2019東北秋季ジュニア　コンソレーション
男子シングルス

日付

01 9 2019
郡市区町村 Website

印刷済: 2019/09/02 9:49:49
選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1

1 M75466 リベロSC  三浦 陽 [1]

2  Bye 1

3 M80495 いわきニュータウンテニス倶楽部 種田 嘉人

4 M78631 秋田アスレティッククラブ  宮越 海成

5  Bye 9

6 M78343 ウイニングショット  石川 楓

7 M123555 クレイルテニスアカデミー  髙橋 涼太

8 M78990 ＢＴＡ  國井 太貴

9 M76849 フジサワテニスクラブ  森岩 新 [3]

10  Bye 3

11 M80478 ア・パース  篠原 健介

12 M78344 ウイニングショット  駒田 智大

13 M79378 イラコＴＣ山形  後藤 大我

14 M78603 ファンキーTA  野坂 条

15  Bye 5

16 M80509 いわきローンTC  菅野 央介 [5]

17 M76892 岩手中学校  金 桜汰

18 M148062 ウイニングショット  工藤 新

19 M80475 ア・パース  島村 晃登

20  Bye 11

21 M80547 ルネサンス棚倉  宮武 魁

22 M79377 イラコＴＣ山形  小川 郁哉

23  Bye 4

24 M78376 ウイニングショット  城 義弥 [4]

25 M78499 秋田アスレティッククラブ  大山 智也

26 M79373 日大山形高  三澤 虎翔

27 M78330 ニューフロンティア  下山 玄祐

28  Bye 10

29  Bye 15

30 M80476 ア・パース  加藤 奨稀

31  Bye 2

32 M76860 岩手中学校  戸塚 唯礼 [2]

Round 2

 三浦 陽 [1]
 

 種田 嘉人
 6-0 

 石川 楓
 

 髙橋 涼太
 7-6(3) 

 森岩 新 [3]
 

 篠原 健介
 6-0 

 野坂 条
 6-1 

 菅野 央介 [5]
 

 金 桜汰
 6-2 

 島村 晃登
 

 宮武 魁
 6-1 

 城 義弥 [4]
 

 三澤 虎翔
 6-3 

 下山 玄祐
 

 加藤 奨稀
 

 戸塚 唯礼 [2]
 

Quarterfinals

 種田 嘉人
 6-4 

 髙橋 涼太
 6-4 

 森岩 新 [3]
 6-3 

 菅野 央介 [5]
 7-5 

 金 桜汰
 6-1 

 城 義弥 [4]
 6-2 

 下山 玄祐
 6-3 

 戸塚 唯礼 [2]
 6-2 

Semifinals

 種田 嘉人
 6-1 

 菅野 央介 [5]
 7-6(7) 

 城 義弥 [4]
 6-3 

 戸塚 唯礼 [2]
 6-1 

Final

 菅野 央介 [5]
 6-2 

 戸塚 唯礼 [2]
 6-3 

 戸塚 唯礼 [2]
 6-1 



2019東北秋季ジュニア　コンソレーション
女子シングルス

日付

01 9 2019
郡市区町村 Website

印刷済: 2019/09/02 9:49:49
選手登録番号 St. Rank都道府県 所属団体 Round 1

1 F78358 聖和学園高  藤田 琴里 [1]

2  Bye 1

3 F81017 いわきローンテニスクラブ  込山 晃子

4 F75498 青森ＪＴＡＣ  本田 和奏

5 F79111 プラスワン  阿部 咲楽 [3]

6  Bye 3

7 F75484 ACK TC  小島 莉子

8 F78383 エムズTP  髙橋 唯

9 F78380 エムズテニスパーク  佐藤 ひかり

10 F81029 Team　S　Jr  名子 鈴花

11 F66959 勝平小学校  進藤 桃花

12 F75500 青森ＪＴＡＣ  石田 惺子 [4]

13 F79310 近江ＴＣ  阿部 由依菜

14 F158797 青森ＪＴＡＣ  小坂 優歌

15  Bye 2

16 F148649 ウイニングショット  夜野 光莉 [2]

Quarterfinals

 藤田 琴里 [1]
 

 込山 晃子
 6-3 

 阿部 咲楽 [3]
 

 髙橋 唯
 6-1 

 佐藤 ひかり
 6-3 

 石田 惺子 [4]
 6-2 

 阿部 由依菜
 6-0 

 夜野 光莉 [2]
 

Semifinals

 藤田 琴里 [1]
 6-1 

 阿部 咲楽 [3]
 6-1 

 石田 惺子 [4]
 6-1 

 夜野 光莉 [2]
 6-1 

Final

 阿部 咲楽 [3]
 6-0 

 夜野 光莉 [2]
 6-1 

勝者

 阿部 咲楽 [3]
 6-1 
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