
’１９ 東北テニストーナメント―　ヨネックスカップ　　―

MS
所属団体 St. 1R QF SF Final 勝者 

   
1 ＢＴＡ 山形 井上 裕貴 [1]  

   畠山 知 
2 岩手高 岩手 畠山 知 8-4   

    佐藤 駿弥
3 泉パークタウンTC 宮城 佐藤 駿弥  8-5  

   佐藤 駿弥  
4 日本工機 福島 松崎 雅弘 8-3   

    佐藤 駿弥
5 仙台大学 宮城 大久 一真  8-0

   大久 一真  
6 日本工機 福島 小出 武浩 9-7   

    田村 融佑 
7 盛岡第四高 岩手 立花 傑  8-6  

   田村 融佑  
8 オレンジフィールド 宮城 田村 融佑 8-5   

    佐藤 駿弥
9 名取市テニス協会 宮城 森田 康裕  8-6

   小澤 拓也  
10 日本工機 福島 小澤 拓也 8-1   

    藤島 航 
11 ＦＳＡ 岩手 藤島 航  8-0  

   藤島 航  
12 オレンジフィールド 宮城 今野 良紀 [3] 8-2   

    池田 剛希
13 日本工機 福島 池田 剛希  8-3

   池田 剛希  
14 仙台大学 宮城 田中 翔馬 8-4   

    池田 剛希
15 盛岡第一高 岩手 橋本 大輔  8-5  

   橋本 大輔  
16 森山ウィングテニスクラブ 金ヶ崎町 千葉 大 [2] 8-3  
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WS
所属団体 St. 1R SF Final 勝者 

   
1 聖和学園 宮城 松原 綾乃  

   松原 綾乃 
2   Bye   

    松原 綾乃
3 聖和学園 宮城 鈴木 桃子  8-2  

   鈴木 桃子  
4 福島学院大学 福島 佐藤 はな 8-5   

    松原 綾乃
5   Bye  8-3

   鎌田 愛莉  
6 仙台育英 宮城 鎌田 愛莉   

    鎌田 愛莉 
7   Bye  8-1  

   長田 蒼生  
8 聖和学園 宮城 長田 蒼生  
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MD
所属団体 St. 1R SF Final 勝者 

近江ＴＣ 山形 鈴木 宏次朗 
1 近江ＴＣ 山形 西野目 敏貴 鈴木 宏次朗 

岩手高 岩手 畠山 知 西野目 敏貴 
2 盛岡第一高 岩手 橋本 大輔 8-3  鈴木 宏次朗 

オレンジフィールド 宮城 今野 良紀  西野目 敏貴 
3 オレンジフィールド 宮城 田村 融佑 今野 良紀 8-2  

日本工機 福島 松崎 雅弘 田村 融佑  
4 日本工機 福島 小出 武浩 8-3  鈴木 宏次朗 

仙台大学 宮城 田中 翔馬  西野目 敏貴 
5 仙台大学 宮城 大久 一真 田中 翔馬 8-6

泉パークタウンTC 宮城 佐藤 駿弥 大久 一真  
6 ＢＴＡ 山形 井上 裕貴 8-3  田中 翔馬 

日本工機 福島 小澤 拓也  大久 一真 
7 日本工機 福島 池田 剛希 小澤 拓也 8-5  

ＦＳＡ 岩手 藤島 航 池田 剛希  
8 盛岡第四高 岩手 立花 傑 8-6  

   
  


