
第37回東北インドアテニス選手権大会ダンロップカップ（ジュニア）
予選リーグ
グループ A A1 A2 A3 勝敗 勝率 順位

A1 岩手高等学校 岩手高等学校 金 桜汰 中村 右京 6-3 6-2 2-0 1
A2 ウイニングショット ウイニングショット 小堤 慶太 五十嵐 昊也 3-6 6-1 1-1 2
A3 山形南高 山形南高 佐藤 青葉 寺嶋 奏 2-6 1-6 0-2 3

グループ B B2 B3 B4 勝敗 勝率 順位
B1 仙台育英 仙台育英 齋藤 駿斗 五十嵐 涼太 6-4 6-2 2-0 1
B2 磐城高校 磐城高校 種田 嘉人 菅野 央介 4-6 6-3 1-1 2
B3 弘前高 弘前高 横山 周旺 北山 沢 2-6 3-6 0-2 3

グループ C C1 C2 C3 勝敗 勝率 順位
C1 秋田商業高校 秋田商業高校 原田 悠雅 持石 祥平 6-0 6-3 2-0 1
C2 弘前高 弘前高 永井 嘉泰 葛西 陽人 0-6 0-6 0-2 3
C3 仙台三高 仙台三高 濵﨑 爽 小堤 康太郎 3-6 6-0 1-1 2

グループ D D1 D2 D3 勝敗 勝率 順位
D1 磐城高校 磐城高校 草野 友希 加藤 奨稀 6-2 6-4 2-0 1
D2 近江ＴＣ 近江ＴＣ 阿部 陽来 大内 大雅 2-6 4-6 0-2 3
D3 明桜高等学校 秋田高専 佐藤 瑠羽 伊藤 優志 4-6 6-4 1-1 2

グループ E E1 E2 E3 勝敗 勝率 順位
E1 日大山形高 日大山形高 小川 郁哉 遠藤 大空 6-4 2-6 1-1 2
E2 岩手中学校 岩手高等学校 中村 匡尚 小原 凜太朗 4-6 4-6 0-2 3
E3 More-tennis 相馬高校 根本 陽生 根本 渚生 6-2 6-4 2-0 1

グループ F F1 F2 F3 勝敗 勝率 順位
F1 More‐Tennis 仙台三高 三浦 怜央 城 義弥 6-0 6-2 2-0 1
F2 由利工業高校 由利工業高校 小池　 楓斗 小川　 北斗 W.O WO 0-2 3
F3 盛岡第四高等学校 盛岡第四高等学校 上川原 悠翔 畑中 秀 2-6 6-0 1-1 2

グループ G G1 G2 G3 勝敗 勝率 順位
G1 岩手高等学校 岩手高等学校 戸塚 唯礼 髙橋 涼太 6-1 6-4 1
G2 弘前中央高 弘前中央高 小枝 朗歌 岩川 詞音 1-6 4-6 0-2 3
G3 日大山形高 日大山形高 山口 陽生 四釜 瑞己 4-6 6-4 2

グループ H H1 H2 H3 勝敗 勝率 順位
H1 東陵高 東陵高 齋藤 優真 石井 智樹 6-3 6-2 2-0 1
H2 仙台一高 仙台一高 守屋 志彦 三島 朋之 3-6 3-6 0-2 3
H3 会津学鳳高校 会津高校 佐藤 大波 米谷 海音 2-6 6-3 1-1 2
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予選リーグ

グループ A A1 A2 A3 勝敗 勝率 順位

A1 仙台育英 仙台育英 夜野 光莉 千葉 瑠子 6-3 6-0 2-0 1

A2 聖霊高校 聖霊高校 佐藤  来海 泉　 穂乃花 3-6 6-0 1-1 2

A3 青森東高 青森東高 須藤 杏 赤沼 果穂 0-6 0-6 0-2 3

グループ B B2 B3 B4 勝敗 勝率 順位

B1 仙台育英 仙台育英 武田 祐乃 橋野 優樹 6-4 6-4 2-0 1

B2 盛岡第四高等学校 盛岡第四高等学校 平沼 実歩 八重樫 瑠子 4-6 2-6 0-2 3

B3 ファンキーＴＡ ファンキーＴＡ 泉  桃花 那波  碧彩 4-6 6-2 1-1 2

グループ C C1 C2 C3 勝敗 勝率 順位

C1 ＴＴＪ 日大山形高 渡邊 なな 茂木 音羽 1-6 6-2 1-1 2

C2 磐城高校 磐城高校 込山 晃子 松本 可菜 6-1 6-0 2-0 1

C3 青森東高 青森東高 本田 和奏 小島 莉子 2-6 0-6 0-2 3

グループ D D1 D2 D3 勝敗 勝率 順位

D1 寒河江高 寒河江高 石澤 萌々子 阿部 咲楽 6-1 4-6 1-1 2

D2 リトルサンテニスクラブ クレイルテニスアカデミー 内城 佳子 本間 遥 1-6 3-6 0-2 3

D3 いわきローンテニスクラブ Ftennis 草野 千莉 鳴海 春佳 6-4 6-3 2-0 1

グループ E E1 E2 E3 勝敗 勝率 順位

E1 いわきニュータウンテニス倶楽部 いわきニュータウンテニス倶楽部 石井　 颯 石井　 昊 6-4 4-6 1-1 2

E2 近江ＴＣ 近江ＴＣ 大内 茜 大内 葵 4-6 1-6 0-2 3

E3 R-PROJECT R-PROJECT 下杉 海寧 大山 藍 6-4 6-1 2-0 1

グループ F F1 F2 F3 勝敗 勝率 順位

F1 盛岡第四高等学校 花巻北高等学校 佐々木 怜 藤井 菜名 6-0 6-1 2-0 1

F2 秋田アスレティッククラブ 秋田アスレティッククラブ 土居 凛子 進藤 桃花 0-6 3-6 0-2 3

F3 中山ローンＴＣ イラコＴＣ山形 齋藤 和伽 原田 えりな 1-6 6-3 1-1 2

グループ G G1 G2 G3 勝敗 勝率 順位

G1 磐城桜が丘高校 桜の聖母学院高校 志賀 亜希奈 中澤　 楓 6-3 6-1 2-0 1

G2 ウイニングショット ウイニングショット 野口 妃与里 髙橋 芽衣 3-4RET W.O 0-2 3

G3 日大東北高校 郡山高校  横田 結衣 日向 冬羽 1-6 6-0 1-1 2

グループ H H1 H2 H3 勝敗 勝率 順位

H1 ウイニングショット ウイニングショット 鈴木 梨愛 宇田 芽衣 6-0 6-2 2-0 1

H2 盛岡第四高等学校 盛岡第四高等学校 三浦 理央 育村 眞白 0-6 6-2 1-1 2

H3 寒河江高 寒河江高 大津 奈南 佐藤 一花 2-6 2-6 0-2 3
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BD　決勝　　トーナメント

  
1 岩手高等学校 岩手高等学校 金 桜汰 中村 右京  

  金 桜汰 中村 右京
2 秋田商業高校 秋田商業高校 原田 悠雅 持石 祥平 8-3  

   金 桜汰 中村 右京
3 More-tennis 相馬高校 根本 陽生 根本 渚生  8-1  

  三浦 怜央 城 義弥  
4 More‐Tennis 仙台三高 三浦 怜央 城 義弥 8-6  

   金 桜汰 中村 右京
5 岩手高等学校 岩手高等学校 戸塚 唯礼 髙橋 涼太  8-1

  草野 友希 加藤 奨稀
6 磐城高校 磐城高校 草野 友希 加藤 奨稀 9-8(5)   

   齋藤 優真 石井 智樹
7 東陵高 東陵高 齋藤 優真 石井 智樹  8-4

  齋藤 優真 石井 智樹
8 仙台育英 仙台育英 齋藤 駿斗 五十嵐 涼太 8-4  

   
 三浦 怜央 城 義弥  
  三浦 怜央 城 義弥
 草野 友希 加藤 奨稀 8-4

GD　決勝　　トーナメント
所属団体 

  
1 仙台育英 仙台育英 夜野 光莉 千葉 瑠子  

  夜野 光莉 千葉 瑠子 
2 磐城桜が丘高校 桜の聖母学院高校 志賀 亜希奈 中澤　 楓 8-3  

   夜野 光莉 千葉 瑠子 
3 磐城高校 磐城高校 込山 晃子 松本 可菜  8-1  

  鈴木 梨愛 宇田 芽衣  
4 ウイニングショット ウイニングショット 鈴木 梨愛 宇田 芽衣 8-6  

   夜野 光莉 千葉 瑠子 
5 盛岡第四高等学校 花巻北高等学校 佐々木 怜 藤井 菜名  8-6

  佐々木 怜 藤井 菜名 
6 いわきローンテニスクラブ Ftennis 草野 千莉 鳴海 春佳 8-1   

   佐々木 怜 藤井 菜名 
7 R-PROJECT R-PROJECT 下杉 海寧 大山 藍  9-8(4)

  武田 祐乃 橋野 優樹 
8 仙台育英 仙台育英 武田 祐乃 橋野 優樹 8-4  

   
 鈴木 梨愛 宇田 芽衣  
  鈴木 梨愛 宇田 芽衣
 武田 祐乃 橋野 優樹 8-5
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