
東北ジュニアテニス選手権への問い合わせについて(回答)  7/9版 

 

 通知後、本日午前までに問い合わせいただきました内容をまとめましたのでご覧ください。 

 

☆ 無観客の基本的な考え方について 

関係者の密を避ける目的で、敷地内への入場を制限するものです。ジュニア大会なので、保護者・ 

引率者による帯同に配慮しております。学校、チーム等でご来場の際は趣旨をご理解いただき、敷地 

入場者の総数を抑えられますよう、ご配慮をお願いいたします。 

 

Q1．敷地内とは？ 

  各コートの周辺道路側フェンスを敷地内といたします。これより、敷地外での観戦について制限は 

いたしませんが、長時間の滞在をしない(ご自分の関係者の試合以外は場所を離れる)、周囲の方との 

距離を取る、車両の通行を妨げない、など、無観客実施の趣旨をご理解いただくとともにご協力をお 

願いいたします。 

 

Q2．帯同者登録について 

  敷地内入場を必要とする帯同者の方は必ず事前登録をお願いいたします。送迎等の関係で、日ごと 

 に帯同者が異なる場合は来場日毎に登録をお願いいたします。ほとんど全てのコートが敷地外からで 

も観戦できますので、敷地内入場に関してご配慮とご協力をお願いいたします。 

 

Q3．敷地内への入場について 

  選手、帯同者ともに自らの試合準備以降、試合終了後までの滞在としてください。ご協力をお願い 

いたします。 

 

Q4．HeaLo登録に関して   

選手本人で登録ができない場合は、帯同者の機器を使用(別アカウントにて登録)して対応願います。 

 HeaLo登録を使用して、受付(受付方法、時間については今後お知らせいたします)を行います。 
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1 R-PROJECT 宮城県 鈴木 春人 [1]  

    

2 秋田アスレティッククラブ 秋田県 元木 惟新   

     

3 ウイニングショット 宮城県 富樫 剛紀   

     

4 クレイルテニスアカデミー 岩手県 菅野 柚吾   

     

5 KJ-TENNISACADEMY 青森県 伴 駿斗   

     

6 GASC　TT 福島県 高木 大輔   

     

7 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 穐元 大空   

     

8 R-PROJECT 宮城県 大山 翔大 [7]   

     

9 ウイニングショット 宮城県 秋田 敏太 [3]   

     

10 山王ＴＣ 秋田県 佐藤 大空   

     

11 GASC TT 福島県 人見 竜聖   

     

12 青森ＪＴＡＣ 青森県 柿崎 悠樹   

     

13 KJ-TENNISACADEMY 青森県 鈴木 春汰   

     

14 いわきローンテニスクラブ 福島県 金成 幸星   

     

15 ＴＴＪ 山形県 本間 月斗   

     

16 フジサワテニスクラブ 岩手県 木村 康誠 [8]   

     

17 しらさわJr 福島県 鳴海 太陽 [5]   

     

18 ＩＴＳベルズ 山形県 大沼 希瑠   

     

19 KJ-TENNISACADEMY 青森県 古川 遼亮   

     

20 秋田アスレティッククラブ 秋田県 須藤 奏多   

     

21 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 原田 汎己   

     

22 team S 福島県 三瓶 泰斗   

     

23 ウイニングショット 宮城県 鏑木 廉生   

     

24 ア・パース 福島県 山田 和輝 [4]   

     

25 R-PROJECT 宮城県 髙橋 玲於 [6]   

     

26 中山ローンＴＣ 山形県 石川 蒼生   

     

27 ニューフロンティア 宮城県 前原 柊   

     

28 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 大村 恒志朗   

     

29 ＢＴＡ 山形県 小笠原 慶人   

     

30 秋田アスレティッククラブ 秋田県 黒木 祐道   

     

31 モリオカロイヤルテニスクラブ 岩手県 小針 元   

     

32 ウイニングショット 宮城県 福井 悠生 [2]  

   

補欠１ リベロSC 青森県 斎藤 悠真

補欠２ クレイルテニスアカデミー 岩手県 長井 煌汰郎

補欠３ イラコＴＣ山形 山形県 後藤 颯太
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1 リベロSC 青森県 渋谷 月姫 [1]  

    

2 中山ローンＴＣ 山形県 佐藤 乙花   

     

3 いわきローン 福島県 金子 咲綾音   

     

4 紫波ウイング 岩手県 北舘 彩希   

     

5 アパーステニスクラブ 福島県 石田 佳奈   

     

6 ACK TC 青森県 小島 寧々   

     

7 クレイルテニスアカデミー   岩手県 本間 優衣   

     

8 team S 福島県 岸波 知花 [6]   

     

9 近江ＴＣ 山形県 奥山 し渚 [4]   

     

10 ファインテニスアカデミー 岩手県 川原 麻央   

     

11 十和田グリーンＪｒ 青森県 佐藤 絢音   

     

12 ウイニングショット 宮城県 畠平 琉羽   

     

13 クレイルテニスアカデミー   岩手県 春日谷 由奈   

     

14 ア・パース 福島県 田仲 紗衣   

     

15 ニューフロンティア 宮城県 八木 寿々   

     

16 紫波ウイング 岩手県 川村 紗慧 [7]   

     

17 ア・パース 福島県 渡部 里桜 [5]   

     

18 天童ＳＫ 山形県 原田 紗雪   

     

19 ウイニングショット 宮城県 飯田 紗良   

     

20 More Tennis 福島県 根本 梨々華   

     

21 ニューフロンティア 宮城県 大槻 向葵   

     

22 クレイルテニスアカデミー   岩手県 下田 咲綺   

     

23 アパーステニスクラブ 福島県 福嶋 実優   

     

24 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 大村 和花子 [3]   

     

25 ＢＴＡ 山形県 塚野 満月 [8]   

     

26 ウイニングショット 宮城県 石澤 優貴   

     

27 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 梅邑 理紗   

     

28 KJ-TENNISACADEMY 青森県 熊谷 奈々花   

     

29 会津リトルJr 福島県 田﨑 稟佳   

     

30 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 大場 ありさ   

     

31 イラコＴＣ山形 山形県 駒沢 茉那   

     

32 エムズTP 宮城県 髙橋 芽衣 [2]  

   

補欠１ KJ-TENNISACADEMY 青森県 三上 椎加

補欠２ ウイニングショット 宮城県 野口 妃奈乃

補欠３ ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐々木 初菜
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R-PROJECT 宮城県 大山 翔大 [1]

1 R-PROJECT 宮城県 鈴木 春人  

しらさわジュニアテニスクラブ 福島県 渡辺 祐斗  

2 しらさわJr 福島県 鳴海 太陽   

KJ-TENNISACADEMY 青森県 伴 駿斗   

3 KJ-TENNISACADEMY 青森県 鈴木 春汰   

TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 原田 汎己   

4 モリオカロイヤルテニスクラブ 岩手県 小針 元   

ア・パース 福島県 山田 和輝 [3]   

5 いわきローンテニスクラブ 福島県 金成 幸星   

ウイニングショット 宮城県 水嶋 唯人   

6 ウイニングショット 宮城県 鏑木 廉生   

ＢＴＡ 山形県 小笠原 慶人   

7 ＴＴＪ 山形県 本間 月斗   

クレイルテニスアカデミー 岩手県 菅野 柚吾   

8 クレイルテニスアカデミー 岩手県 長井 煌汰郎   

ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 大友 好誠   

9 R-PROJECT 宮城県 髙橋 玲於   

リベロSC 青森県 斎藤 悠真   

10 リベロSC 青森県 柴田 心宝   

秋田アスレティッククラブ 秋田県 須藤 奏多   

11 秋田アスレティッククラブ 秋田県 黒木 祐道   

フジサワテニスクラブ 岩手県 木村 康誠 [4]   

12 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 穐元 大空   

ファンキーＴＡ 秋田県 佐々木 圭   

13 ファンキーＴＡ 秋田県 斉藤 蓮太朗   

イラコＴＣ山形 山形県 後藤 蓮太   

14 イラコＴＣ山形 山形県 後藤 颯太   

GASC 福島県 菊地 駿太   

15 GASC　TT 福島県 高木 大輔   

ウイニングショット 宮城県 福井 悠生 [2]   

16 ウイニングショット 宮城県 秋田 敏太  

   

ＩＴＳベルズ 山形県 大沼 希瑠 宮城県 前原 柊

中山ローンＴＣ 山形県 石川 蒼生 宮城県 早坂 晃輔

team S 福島県 三瓶 泰斗

team S 福島県 吉原 宏紀
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リベロSC 青森県 渋谷 月姫 [1] 

1 エムズTP 宮城県 髙橋 芽衣  

紫波ウイング 岩手県 北舘 彩希  

2 ラブインドアテニスクラブ 岩手県 坂本 美來   

ウイニングショット 宮城県 野口 妃奈乃   

3 ウイニングショット 宮城県 飯田 紗良   

十和田グリーンＪｒ 青森県 佐藤 絢音   

4 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 大場 ありさ   

天童ＳＫ 山形県 原田 紗雪 [3]   

5 近江ＴＣ 山形県 奥山 し渚   

team S 福島県 岸波 知花   

6 More Tennis 福島県 根本 梨々華   

KJ-TENNISACADEMY 青森県 三上 椎加   

7 KJ-TENNISACADEMY 青森県 熊谷 奈々花   

クレイルテニスアカデミー   岩手県 春日谷 由奈   

8 クレイルテニスアカデミー   岩手県 本間 優衣   

ア・パース 福島県 渡部 里桜   

9 ア・パース 福島県 田仲 紗衣   

紫波ウイング 岩手県 川村 紗慧   

10 北上ＴＡジュニア 岩手県 高峯 麻里安   

ウイニングショット 宮城県 畠平 琉羽   

11 ウイニングショット 宮城県 石澤 優貴   

アパーステニスクラブ 福島県 石田 佳奈 [4]   

12 アパーステニスクラブ 福島県 福嶋 実優   

十和田グリーンＪｒ 青森県 天羽 珠央   

13 KJ-TENNISACADEMY 青森県 津川 未羽   

ニューフロンティア 宮城県 八木 寿々   

14 ニューフロンティア 宮城県 大槻 向葵   

いわきローン 福島県 中村 萌花   

15 いわきローン 福島県 金子 咲綾音   

TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 大村 和花子 [2]   

16 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 梅邑 理紗  

   

ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 ウィルソン 愛麗澄

ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐々木 初菜

  

補欠１ 補欠２

補欠３

ニューフロンティア

ニューフロンティア

補欠１ 補欠２

補欠３
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1 R-PROJECT 宮城県 永嶋 煌 [1]  

    

2 GASC　TT 福島県 菅野 翔希   

     

3 まつぞのスポーツクラブ 岩手県 畠山 侑   

     

4 ACK TC 青森県 佐々木 樹季   

     

5 ニューフロンティア 宮城県 安藤 透真   

     

6 ファインテニスアカデミー 岩手県 遠藤 忠芽   

     

7 山王TC 秋田県 能登屋 健星   

     

8 ア・パース 福島県 福嶋 結志 [7]   

     

9 岩手中学校 岩手県 中村 匡尚 [4]   

     

10 東小学校 秋田県 石川 悠史   

     

11 近江ＴＣ 山形県 齋藤 陽斗   

     

12 クレイルテニスアカデミー 岩手県 木谷 隼   

     

13 アパース 福島県 佐藤 晴虎   

     

14 ACK TC 青森県 津川 凌大   

     

15 イラコＴＣ山形 山形県 朝倉 丈   

     

16 GASC　TT 福島県 高野 洸平 [8]   

     

17 近江ＴＣ 山形県 阿部 陽来 [5]   

     

18 いわきニュータウンテニス倶楽部 福島県 佐藤 陽翔   

     

19 ウイニングショット 宮城県 今井 勇貴   

     

20 ファンキーTA 秋田県 石田 顕斗   

     

21 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 大場 祐悟   

     

22 ストラットＪＴＣ 山形県 松井 郁貴   

     

23 常磐ジュニアテニスクラブ 福島県 佐藤 優真   

     

24 ウイニングショット 宮城県 石川 楓 [3]   

     

25 ア・パース 福島県 櫛田 翼 [6]   

     

26 ウイニングショット 宮城県 駒田 大地   

     

27 More‐Tennis 宮城県 大山 佳彦   

     

28 日新小学校 秋田県 石野 湧志   

     

29 フジサワテニスクラブ 岩手県 森岩 岳琉   

     

30 ＩＴＳベルズ 山形県 増川 幸汰   

     

31 八戸シーガル 青森県 番沢 元陽   

     

32 ウイニングショット 宮城県 小堤 慶太 [2]  

   

補欠１ 秋田アスレティッククラブ 秋田県 大泉 恒

補欠２ ＩＴＳベルズ 山形県 伊藤 啓太

補欠３ モリオカロイヤルテニスクラブ 岩手県 大川 響生
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所属団体 St. Round 1 Round 2

Quarterfi

nals

Semifinal

s Final 勝者

   

1 ウイニングショット 宮城県 早坂 来麗愛 [1]  

    

2 秋田アスレティッククラブ 秋田県 土居 凛子   

     

3 ＢＴＡ 山形県 小笠原 愛菜   

     

4 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 工藤 帆稀   

     

5 ＴＴＪ 山形県 渡邊 なな   

     

6 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 平野 ひまり   

     

7 山王ＴＣ 秋田県 田中 奏愛   

     

8 R-PROJECT 宮城県 雪谷 麻紗 [7]   

     

9 いわきニュータウンテニス倶楽部 福島県 石井 颯 [3]   

     

10 オレンジ フィールド 宮城県 渡邊 ゆら   

     

11 秋田アスレティッククラブ 秋田県 進藤 桃花   

     

12 近江ＴＣ 山形県 大内 葵   

     

13 青森ＪＴＡＣ 青森県 太田 菜緒   

     

14 近江ＴＣ 山形県 大内 茜   

     

15 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 成谷 優夏   

     

16 ウイニングショット 宮城県 野口 妃与里 [6]   

     

17 ウイニングショット 宮城県 宇田 芽衣 [5]   

     

18 いわきニュータウン 福島県 鈴木 心彩   

     

19 ウイニングショット 宮城県 長内 菜々美   

     

20 青森ＪＴＡＣ 青森県 金澤 麻衣   

     

21 ア・パース 福島県 冨山 ひなた   

     

22 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 伊藤 七耶   

     

23 青森ＪＴＡＣ 青森県 笹森 心響   

     

24 R-PROJECT 宮城県 下杉 海寧 [4]   

     

25 ファンキーＴＡ 秋田県 那波 碧彩 [8]   

     

26 イラコＴＣ山形 山形県 原田 えりな   

     

27 ファンキーＴＡ 秋田県 泉 桃花   

     

28 K.J.T.C 福島県 久能 瑠奈   

     

29 ウイニングショット 宮城県 鈴木 菜々   

     

30 リトルサンテニスクラブ 岩手県 内城 佳子   

     

31 いわきニュータウンテニス倶楽部 福島県 石井 昊   

     

32 ウイニングショット 宮城県 鈴木 梨愛 [2]  

   

補欠１ team　ｓ 福島県 藤田 ななか

補欠２ TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 土樋 燕

補欠３ ＢＴＡ 山形県 小林 結菜
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ウイニングショット 宮城県 小堤 慶太 [1] 

1 ウイニングショット 宮城県 石川 楓  

ＩＴＳベルズ 山形県 伊藤 啓太  

2 ストラットＪＴＣ 山形県 松井 郁貴   

モリオカロイヤルテニスクラブ 岩手県 大川 響生   

3 ファインテニスアカデミー 岩手県 遠藤 忠芽   

ACK TC 青森県 佐々木 樹季   

4 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 大場 祐悟   

More‐Tennis 宮城県 大山 佳彦 [3]   

5 ニューフロンティア 宮城県 安藤 透真   

東小学校 秋田県 石川 悠史   

6 ファンキーTA 秋田県 石田 顕斗   

ＩＴＳベルズ 山形県 増川 幸汰   

7 ＩＴＳベルズ 山形県 尾形 一晟   

ウイニングショット 宮城県 今井 勇貴   

8 ウイニングショット 宮城県 駒田 大地   

リベロSC 青森県 松宮 颯仁   

9 ACK TC 青森県 赤坂 大樹   

岩手中学校 岩手県 中村 匡尚   

10 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 佐々木 徠   

いわきニュータウン 福島県 山木 惺太   

11 いわきニュータウン 福島県 橋本 拓斗   

近江ＴＣ 山形県 阿部 陽来 [4]   

12 近江ＴＣ 山形県 齋藤 陽斗   

GASC　TT 福島県 加藤 柊羽   

13 GASC　TT 福島県 高野 洸平   

秋田アスレティッククラブ 秋田県 大泉 恒   

14 日新小学校 秋田県 石野 湧志   

ニューフロンティア 宮城県 尾崎 祐太   

15 ウイニングショット 宮城県 飯田 陽也   

ア・パース 福島県 櫛田 翼 [2]   

16 ア・パース 福島県 福嶋 結志  

   

フジサワテニスクラブ 岩手県 森岩 岳琉 福島県 佐藤 陽翔

まつぞのスポーツクラブ 岩手県 畠山 侑 福島県 佐藤 優真

ＢＴＡ 山形県 橋本 詢世

ＢＴＡ 山形県 鈴木 謙太朗
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ウイニングショット 宮城県 早坂 来麗愛 [1] 

1 ウイニングショット 宮城県 鈴木 梨愛  

K.J.T.C 福島県 久能 瑠奈  

2 team　ｓ 福島県 藤田 ななか   

リトルサンテニスクラブ 岩手県 内城 佳子   

3 ラブインドアテニスクラブ 岩手県 川村 真央   

ウイニングショット 宮城県 野口 妃与里   

4 ウイニングショット 宮城県 長内 菜々美   

いわきニュータウンテニス倶楽部 福島県 石井 昊 [3]   

5 いわきニュータウンテニス倶楽部 福島県 石井 颯   

近江ＴＣ 山形県 大内 茜   

6 近江ＴＣ 山形県 大内 葵   

ウイニングショット 宮城県 宇田 芽衣   

7 ウイニングショット 宮城県 鈴木 菜々   

TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 土樋 燕   

8 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 成谷 優夏   

TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 伊藤 七耶   

9 TOY'S　Tennis　Lab 岩手県 平野 ひまり   

ＢＴＡ 山形県 小林 結菜   

10 ＢＴＡ 山形県 小笠原 愛菜   

青森ＪＴＡＣ 青森県 加藤 綺流   

11 青森ＪＴＡＣ 青森県 長尾 光浬   

R-PROJECT 宮城県 下杉 海寧 [4]   

12 R-PROJECT 宮城県 雪谷 麻紗   

ファンキーＴＡ 秋田県 泉 桃花   

13 ファンキーＴＡ 秋田県 那波 碧彩   

青森ＪＴＡＣ 青森県 笹森 心響   

14 青森ＪＴＡＣ 青森県 金澤 麻衣   

ア・パース 福島県 冨山 ひなた   

15 いわきニュータウン 福島県 鈴木 心彩   

イラコＴＣ山形 山形県 原田 えりな [2]   

16 ＴＴＪ 山形県 渡邊 なな  

   

東根テニス塾 山形県 小野寺 莉緒 岩手県 高橋 ひかり

ストラットＪＴＣ 山形県 松井 日咲 岩手県 育村 姫翠

アパース 福島県 大竹 心遥

ア・パース 福島県 鷺 茉優

  

補欠３

いわきニュータウンテニス倶楽部

常磐ジュニアテニスクラブ

TOY'S　Tennis　Lab

フジサワテニスクラブ

補欠１ 補欠２

補欠３

補欠１ 補欠２
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1 仙台育英 宮城県 五十嵐 涼太 [1]  

    

2 明桜高校 秋田県 佐藤 瑠羽   

     

3 磐城桜が丘高校 福島県 篠原 健介   

     

4 日大山形高 山形県 小川 郁哉   

     

5 R-PROJECT 宮城県 三島 朋之   

     

6 盛岡第四高等学校 岩手県 畑中 秀   

     

7 青森ＪＴＡＣ 青森県 佐々木 爽一郎   

     

8 近江ＴＣ 山形県 櫻井 倖誠 [5]   

     

9 リベロSC 青森県 三浦 陽 [3]   

     

10 秋田商業高校 秋田県 石川 優安   

     

11 岩手高等学校 岩手県 柴田 隼佑   

     

12 弘前中央高 青森県 相馬 悠絆   

     

13 More-Tennis 福島県 根本 陽生   

     

14 東北学院高 宮城県 新澤 陸   

     

15 秋田高校 秋田県 美作 匠人   

     

16 More‐Tennis 宮城県 三浦 怜央 [6]   

     

17 岩手高等学校 岩手県 金 桜汰 [8]   

     

18 会津高校 福島県 米谷 海音   

     

19 ＩＴＳベルズ 山形県 冨樫 琢磨   

     

20 リベロSC 青森県 西谷 悠   

     

21 岩手高等学校 岩手県 戸塚 唯礼   

     

22 日大山形高 山形県 池野 匠   

     

23 岩手高等学校 岩手県 小原 凜太朗   

     

24 ファンキーTA 秋田県 野坂 条 [4]   

     

25 仙台三高 宮城県 城 義弥 [7]   

     

26 弘前高 青森県 横山 周旺   

     

27 山形南高 山形県 國井 太貴   

     

28 ウイニングショット 宮城県 工藤 新   

     

29 秋田商業高校 秋田県 櫻庭 蒼大   

     

30 ウイニングショット 宮城県 五十嵐 昊也   

     

31 相馬高校 福島県 根本 渚生   

     

32 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐藤 颯基 [2]  

   

補欠１ 磐城桜が丘高校 福島県 原田 佑真

補欠２ 岩手高等学校 岩手県 関 雄仁

補欠３ 弘前高 青森県 永井 嘉泰
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1 磐城桜が丘高校 福島県 志賀 亜希奈 [1]  

    

2 リバティ 青森県 石田 惺子   

     

3 中山ローンＴＣ 山形県 齋藤 和伽   

     

4 磐城高校 福島県 込山 晃子   

     

5 青森東高 青森県 本田 和奏   

     

6 ニューフロンティア 宮城県 小堀 歩乃佳   

     

7 クレイルテニスアカデミー   岩手県 山崎 ひなた   

     

8 寒河江高 山形県 阿部 咲楽 [8]   

     

9 仙台育英 宮城県 夜野 光莉 [3]   

     

10 聖光学院高校 福島県 佐藤 優   

     

11 聖霊高校 秋田県 佐藤 来海   

     

12 盛岡第四高等学校 岩手県 平沼 実歩   

     

13 聖霊高校 秋田県 伊藤 愛望   

     

14 八戸ロイヤルＴＣ 青森県 夏坂 海夕愛   

     

15 桜の聖母高校 福島県 中澤 楓   

     

16 R-PROJECT 宮城県 大山 藍 [6]   

     

17 仙台育英 宮城県 武田 祐乃 [7]   

     

18 F・Tennis 福島県 鳴海 春佳   

     

19 日大山形高 山形県 武蔵 玲奈   

     

20 盛岡第四高等学校 岩手県 佐々木 怜   

     

21 近江ＴＣ 山形県 阿部 由依菜   

     

22 青森東高 青森県 小島 莉子   

     

23 いわきローンテニスクラブ 福島県 草野 千莉   

     

24 聖霊高校 秋田県 泉 穂乃花 [4]   

     

25 秋田高校 秋田県 佐々木 実夕 [5]   

     

26 榴ヶ岡高校 宮城県 佐藤 ひかり   

     

27 寒河江高 山形県 大津 奈南   

     

28 クレイルテニスアカデミー 岩手県 本間 遥   

     

29 秋田アスレティッククラブ 秋田県 伊藤 希紗   

     

30 盛岡第四高等学校 岩手県 八重樫 瑠子   

     

31 仙台育英 宮城県 松本 爽那   

     

32 寒河江高 山形県 石澤 萌々子 [2]  

   

補欠１ 盛岡第三高等学校 岩手県 齋藤 愛華

補欠２ 寒河江高 山形県 佐藤 一花

補欠３ 郡山高校 福島県 日向 冬羽
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仙台育英 宮城県 五十嵐 涼太 [1] 

1 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐藤 颯基  

明桜高校 秋田県 佐藤 瑠羽  

2 秋田アスレティッククラブ 秋田県 柿田 力   

岩手高等学校 岩手県 柴田 隼佑   

3 岩手高等学校 岩手県 関 雄仁   

会津学鳳高校 福島県 佐藤 大波   

4 会津高校 福島県 米谷 海音   

磐城桜が丘高校 福島県 原田 佑真 [4]   

5 磐城桜が丘高校 福島県 篠原 健介   

モリオカロイヤルテニスクラブ 岩手県 今川 薫平   

6 岩手高等学校 岩手県 小原 凜太朗   

八戸工大二高 青森県 坂本 宇慶   

7 八戸工大二高 青森県 田中 孝紀   

日大山形高 山形県 岩田 圭   

8 日大山形高 山形県 池野 匠   

弘前高 青森県 横山 周旺   

9 弘前高 青森県 永井 嘉泰   

More‐Tennis 宮城県 三浦 怜央   

10 仙台三高 宮城県 城 義弥   

相馬高校 福島県 根本 渚生   

11 More-Tennis 福島県 根本 陽生   

岩手高等学校 岩手県 戸塚 唯礼 [3]   

12 岩手高等学校 岩手県 金 桜汰   

秋田商業高校 秋田県 櫻庭 蒼大   

13 秋田商業高校 秋田県 石川 優安   

ウイニングショット 宮城県 五十嵐 昊也   

14 ウイニングショット 宮城県 工藤 新   

近江ＴＣ 山形県 大内 大雅   

15 近江ＴＣ 山形県 櫻井 倖誠   

リベロSC 青森県 三浦 陽 [2]   

16 ファンキーTA 秋田県 野坂 条  

   

日大山形高 山形県 小川 郁哉 岩手県 畑中 秀

日大山形高 山形県 山口 陽生 岩手県 渡辺 瑛大

ＡＤＶＡＮ・ＴＣ 山形県 庄司 椛音

ＩＴＳベルズ 山形県 冨樫 琢磨
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寒河江高 山形県 石澤 萌々子 [1] 

1 寒河江高 山形県 阿部 咲楽  

聖霊高校 秋田県 佐藤 来海  

2 秋田アスレティッククラブ 秋田県 作左部 那美   

八戸ロイヤルＴＣ 青森県 夏坂 海夕愛   

3 リバティ 青森県 石田 惺子   

榴ヶ岡高校 宮城県 佐藤 ひかり   

4 仙台育英 宮城県 松本 爽那   

秋田高校 秋田県 佐々木 実夕 [3]   

5 聖霊高校 秋田県 泉 穂乃花   

盛岡第四高等学校 岩手県 佐々木 怜   

6 盛岡第四高等学校 岩手県 八重樫 瑠子   

磐城桜が丘高校 福島県 志賀 亜希奈   

7 磐城桜が丘高校 福島県 蛭田 ひまり   

近江ＴＣ 山形県 阿部 由依菜   

8 中山ローンＴＣ 山形県 齋藤 和伽   

R-PROJECT 宮城県 大山 藍   

9 ニューフロンティア 宮城県 小堀 歩乃佳   

聖霊高校 秋田県 伊藤 愛望   

10 聖霊高校 秋田県 小野 くるみ   

青森東高 青森県 小島 莉子   

11 青森東高 青森県 本田 和奏   

桜の聖母高校 福島県 中澤 楓 [4]   

12 磐城高校 福島県 込山 晃子   

郡山高校 福島県 日向 冬羽   

13 F・Tennis 福島県 鳴海 春佳   

クレイルテニスアカデミー 岩手県 本間 遥   

14 盛岡第三高等学校 岩手県 齋藤 愛華   

寒河江高 山形県 佐藤 一花   

15 寒河江高 山形県 大津 奈南   

仙台育英 宮城県 夜野 光莉 [2]   

16 仙台育英 宮城県 武田 祐乃  

   

盛岡第四高等学校 岩手県 平沼 実歩 福島県 草野 千莉

盛岡第四高等学校 岩手県 育村 眞白 福島県 大坂 芽暖

花巻ジュニア 岩手県 君﨑 優衣花

花巻ジュニア 岩手県 奥山 桜帆

  

補欠３

補欠２

盛岡第四高等学校

盛岡第四高等学校

いわきローンテニスクラブ

常磐ジュニアテニスクラブ

補欠１

補欠３

補欠１ 補欠２
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1 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐藤 駿弥 [1]  

    

2   Q   

     

3 秋田商業高校 秋田県 持石 祥平   

     

4 岩手高等学校 岩手県 髙橋 涼太   

     

5 東陵高 宮城県 石井 智樹   

     

6    Q   

     

7    Q   

     

8 仙台育英 宮城県 佐藤 隆矢 [7]   

     

9 秋田商業高校 秋田県 野坂 迅 [4]   

     

10 磐城高校 福島県 種田 嘉人   

     

11 東陵高 宮城県 齋藤 優真   

     

12 日大山形高 山形県 阿部 壱冴   

     

13 磐城高校 福島県 菅野 央介   

     

14 秋田商業高校 秋田県 佐々木 優斗   

     

15 青森工高 青森県 秋村 貴記   

     

16 仙台三高 宮城県 濵﨑 爽 [6]   

     

17 弘前中央高 青森県 小枝 咲大 [8]   

     

18 日大山形高 山形県 齊藤 拓海   

     

19 盛岡第四高等学校 岩手県 吉田 拓貴   

     

20 仙台三高 宮城県 小堤 康太郎   

     

21    Q   

     

22 日大山形高 山形県 後藤 魁羅   

     

23 弘前中央高 青森県 虻川 健太郎   

     

24 岩手高等学校 岩手県 中村 右京 [3]   

     

25 仙台育英 宮城県 渡部 怜和成 [5]   

     

26    Q   

     

27 青森南高 青森県 葛西 壮太朗   

     

28 花巻北高等学校 岩手県 小田 翔大   

     

29 磐城高校 福島県 志賀 夏緒   

     

30    Q   

     

31 秋田商業高校 秋田県 原田 悠雅   

     

32 仙台育英 宮城県 齋藤 駿斗 [2]  

   



U18女子シングルス

所属団体 St. Round 1 Round 2

Quarterfi

nals

Semifinal

s Final 勝者

   

1 仙台育英 宮城県 千葉 瑠子 [1]  

    

2 磐城高校 福島県 根本 真帆   

     

3 花巻北高等学校 岩手県 小寺 杏菜   

     

4 聖霊高校 秋田県 堀江 陽菜   

     

5   Q   

     

6 聖霊高校 秋田県 櫻田 知奈   

     

7   Q   

     

8 仙台育英 宮城県 小鴨 愛可 [7]   

     

9 磐城高校 福島県 松本 可菜 [4]   

     

10 日大山形高 山形県 藤井 美咲   

     

11   Q   

     

12 青森南高 青森県 七尾 日向子   

     

13 八戸西高 青森県 天羽 星莉   

     

14 花巻北高等学校 岩手県 藤井 菜名   

     

15   Q   

     

16 エムズTP 宮城県 髙橋 唯 [6]   

     

17 日大山形高 山形県 茂木 音羽 [5]   

     

18 磐城高校 福島県 加藤 颯彩   

     

19 花巻北高等学校 岩手県 佐久間 柚希   

     

20 泉館山高 宮城県 佐藤 亜美   

     

21   Q   

     

22 寒河江高 山形県 菊地 佑起   

     

23 仙台育英 宮城県 橋野 優樹   

     

24 盛岡中央高等学校 岩手県 紺野 木葉 [3]   

     

25 磐城高校 福島県 大友 桜 [8]   

     

26   Q   

     

27 仙台育英 宮城県 西山 理心   

     

28 八戸高 青森県 番沢 伊吹   

     

29 聖霊高校 秋田県 小林 うぶ   

     

30 日大山形高 山形県 須藤 朱梨   

     

31 日本大学東北高校 福島県 横田 碧衣   

     

32 仙台育英 宮城県 下原 茉莉佳 [2]  

   



U18男子シングルス-予選 U18女子シングルス-予選

所属団体 St. Round 1 Finals 予選勝者 所属団体 St. Round 1 Finals 予選勝者 

      

1 磐城高校 福島県 加藤 奨稀 [1]  1 寒河江高 山形県 中野 愛子 [1]  

        

2 山形東高 山形県 石山 晶悟   2 福島成蹊高校 福島県 菅野 このみ   

     Q1      Q1

3 仙台育英 宮城県 佐藤 聖璃   3 盛岡第三高等学校 岩手県 嶋田 琴和   

          

4 弘前工高 青森県 石山 凌大  4 西目高校 秋田県 冨樫 つばさ  

        

5 日大山形高 山形県 三澤 虎翔 [2]  5 青森東高 青森県 阿部 菜月 [2]  

        

6 磐城高校 福島県 栁葉 結斗   6 盛岡白百合学園高等学校 岩手県 鈴木 心都   

     Q2      Q2

7 花巻北高等学校 岩手県 大沼 航大   7 花巻北高等学校 岩手県 吉田 ひなた   

          

8 仙台育英 宮城県 高木 裕矢  8 山形西高 山形県 高橋 凜  

        

9 弘前高 青森県 北山 沢 [3]  9 東陵高 宮城県 小倉 潤 [3]  

        

10 盛岡南高等学校 岩手県 岩﨑 春希   10 聖愛高 青森県 飯村 春奈   

     Q3      Q3

11 山形南高 山形県 佐藤 青葉   11 寒河江高 山形県 小林 萌々   

          

12 本荘高校 秋田県 畠山 晴圭  12 西目高校 秋田県 佐々木 一花  

        

13 仙台三高 宮城県 阿部 倫大 [4]  13 磐城高校 福島県 大和田 紗希 [4]  

        

14 日大山形高 山形県 多田 皓翔   14 盛岡第一高等学校 岩手県 橋本 栞   

     Q4      Q4

15 秋田商業高校 秋田県 佐藤 直道   15 弘前中央高 青森県 黒滝 愛珠   

          

16 盛岡南高等学校 岩手県 鈴木 悠仁  16 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 近藤 綾香  

        

17 盛岡中央高等学校 岩手県 松田 優斗 [5]  17 水沢高等学校 岩手県 京野 ほの花 [5]  

        

18 秋田南高校 秋田県 虻川 優太   18 橘高校 福島県 鳴海 柚香   

     Q5      Q5

19 会津学鳳高校 福島県 竹田 悠希哉   19 八戸西高 青森県 髙畠 楓月   

          

20 八戸工大二高 青森県 小泉 卓也  20 秋田商業高校 秋田県 田中 碧  

        

21 秋田商業高校 秋田県 鈴木 龍河 [6]  21 西目高校 秋田県 加藤 萌 [6]  

        

22 盛岡第一高等学校 岩手県 畑中 優   22 東陵高 宮城県 阿部 和奏   

     Q6      Q6

23 葵高校 福島県 海和 大地   23 聖愛高 青森県 蝦名 美羽   

          

24 日大山形高 山形県 渡邊 舜平  24 盛岡第一高等学校 岩手県 乗上 敦子  

      

補欠１ 花巻北高等学校 岩手県 古屋敷 泰一 補欠１ 盛岡第一高等学校 岩手県 山口 舞

補欠２ 磐城桜が丘高校 福島県 鈴木 崇文 補欠２

補欠３ 盛岡第四高等学校 岩手県 成澤 恒太 補欠３

    



U18男子ダブルス

所属団体 St. Round 1

Quarterfi

nals

Semifinal

s Final 勝者

岩手高等学校 岩手県 中村 右京 [1] 

1 秋田商業高校 秋田県 野坂 迅  

青森工高 青森県 木村 悠陽  

2 青森南高 青森県 葛西 壮太朗   

仙台育英 宮城県 高木 裕矢   

3 仙台育英 宮城県 齋藤 駿斗   

磐城高校 福島県 志賀 夏緒   

4 磐城高校 福島県 種田 嘉人   

弘前中央高 青森県 小枝 咲大 [4]   

5 弘前中央高 青森県 虻川 健太郎   

日大山形高 山形県 三澤 虎翔   

6 日大山形高 山形県 四釜 瑞己   

秋田商業高校 秋田県 原田 悠雅   

7 秋田商業高校 秋田県 持石 祥平   

岩手高等学校 岩手県 沼尾 拓実   

8 岩手高等学校 岩手県 髙橋 涼太   

青森工高 青森県 秋村 貴記   

9 青森高 青森県 菅 倫太郎   

盛岡第四高等学校 岩手県 吉田 拓貴   

10 花巻北高等学校 岩手県 小田 翔大   

秋田商業高校 秋田県 佐々木 優斗   

11 秋田商業高校 秋田県 鈴木 龍河   

仙台育英 宮城県 佐藤 隆矢 [3]   

12 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 佐藤 駿弥   

仙台三高 宮城県 小堤 康太郎   

13 仙台三高 宮城県 阿部 倫大   

日大山形高 山形県 後藤 魁羅   

14 日大山形高 山形県 阿部 壱冴   

磐城高校 福島県 加藤 奨稀   

15 磐城高校 福島県 菅野 央介   

東陵高 宮城県 石井 智樹 [2]   

16 東陵高 宮城県 齋藤 優真  

   

日大山形高 山形県 齊藤 拓海 福島県 栁葉 結斗

日大山形高 山形県 川瀬 陸 福島県 早坂 健

盛岡南高等学校 岩手県 岩﨑 春希

盛岡第四高等学校 岩手県 成澤 恒太

U18女子ダブルス

所属団体 St. Round 1

Quarterfi

nals

Semifinal

s Final 勝者

仙台育英 宮城県 下原 茉莉佳 [1] 

1 仙台育英 宮城県 千葉 瑠子  

八戸西高 青森県 天羽 星莉  

2 八戸西高 青森県 髙畠 楓月   

磐城高校 福島県 加藤 颯彩   

3 磐城高校 福島県 大友 桜   

水沢高等学校 岩手県 京野 ほの花   

4 盛岡中央高等学校 岩手県 紺野 木葉   

花巻北高等学校 岩手県 小寺 杏菜 [4]   

5 花巻北高等学校 岩手県 藤井 菜名   

東陵高 宮城県 三浦 涼   

6 東陵高 宮城県 伊藤 鈴々花   

青森南高 青森県 七尾 日向子   

7 青森東高 青森県 阿部 菜月   

寒河江高 山形県 小林 萌々   

8 寒河江高 山形県 菊地 佑起   

磐城高校 福島県 松本 可菜   

9 磐城高校 福島県 根本 真帆   

泉館山高 宮城県 佐藤 亜美   

10 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 宮城県 近藤 綾香   

秋田商業高校 秋田県 工藤 有彩   

11 秋田商業高校 秋田県 田中 碧   

仙台育英 宮城県 橋野 優樹 [3]   

12 仙台育英 宮城県 西山 理心   

花巻北高等学校 岩手県 三嶋 里奈   

13 花巻北高等学校 岩手県 佐久間 柚希   

日大山形高 山形県 茂木 音羽   

14 日大山形高 山形県 藤井 美咲   

聖霊高校 秋田県 堀江 陽菜   

15 聖霊高校 秋田県 櫻田 知奈   

仙台育英 宮城県 小鴨 愛可 [2]   

16 エムズTP 宮城県 髙橋 唯  

   

日大山形高 山形県 須藤 朱梨 秋田県 小林 うぶ

山形西高 山形県 高橋 凜 秋田県 工藤 紗希

磐城桜が丘高校 福島県 草野 仁那

磐城桜が丘高校 福島県 鈴木 瑛

  

補欠３

磐城高校

磐城高校

聖霊高校

聖霊高校

補欠１ 補欠２

補欠３

補欠１ 補欠２


