
20220820山形市民大会秋季大会

中学生以下男子シングルス-プレーオフ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 イラコＴＣ山形 後藤 颯太 [1]  
  後藤 颯太 [1] 

2  Bye 　  
   後藤 颯太 [1] 

3 山六中 羽柴 亘悠  63
  伊藤 克  

4 山六中 伊藤 克 62  
   後藤 颯太 [1] 

5 金井中 佐藤 航太  64
  ソー玲音  

6 山三中 ソー玲音 62  
   多田 修造 [7] 

7  Bye  60
  多田 修造 [7]  

8 山形三中テニス部 多田 修造 [7] 　  
   後藤 颯太 [1] 

9 山形六中テニス部 須藤 大地 [3]  64
  須藤 大地 [3]  

10  Bye 　  
   須藤 大地 [3] 

11 金井中 垂石 琉杜  61
  細谷 龍生  

12 金井中 細谷 龍生 61  
   鮎川 葵 [5] 

13 金井中 正木 愛龍  64
  正木 愛龍  

14 金井中 阿部伊織 60  
   鮎川 葵 [5] 

15  Bye  60
  鮎川 葵 [5]  　優　勝

16 東根テニス塾 鮎川 葵 [5] 　

   　 重藤 実晴 [2] 
17 イラコＴＣ山形 後藤 蓮太 [8]  63

  後藤 蓮太 [8]  
18  Bye 　  

   後藤 蓮太 [8] 
19 金井中 多田 吏玖  63

  高瀬 優太朗  
20 金井中 高瀬 優太朗 65  

   大沼 希瑠 [4] 
21 金井中 鈴木 伶望  61

  服部 拓也  
22 金井中 服部 拓也 62  

   大沼 希瑠 [4] 
23  Bye  60

  大沼 希瑠 [4]  
24 ＩＴＳベルズ 大沼 希瑠 [4] 　  

   重藤 実晴 [2] 
25 東根テニス塾 武田 大和 [6]  65

  武田 大和 [6]  
26  Bye 　  

   武田 大和 [6] 
27 金井中 早坂 幸基  64

  早坂 幸基  
28  Bye 　  

   重藤 実晴 [2] 
29 BTA 市山 智久  63

  山川 大翔  
30 BTA 山川 大翔 63  

   重藤 実晴 [2] 
31  Bye  62

  重藤 実晴 [2]  

32 山形六中テニス部 重藤 実晴 [2] 　

  



20220820山形市民大会秋季大会

中学生以下女子シングルス-プレーオフ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 近江ＴＣ 奥山 し渚 [1]  
  奥山 し渚 [1] 

2  Bye  
   奥山 し渚 [1] 

3 金井中テニス部 有澤 咲希  60
  有澤 咲希  

4  Bye 　  
   奥山 し渚 [1] 

5  Bye  60
  佐々木 聖奈  

6 金井中テニス部 佐々木 聖奈 　  
   本田 夏凛 [6] 

7  Bye  64
  本田 夏凛 [6]  

8 金井中テニス部 本田 夏凛 [6] 　  
   奥山 し渚 [1] 

9 イラコＴＣ山形 井上 知奈 [3]  60
  井上 知奈 [3]  

10  Bye 　  
   井上 知奈 [3] 

11 山三中 山口 天音  60
  多田 綺羅良  

12 金井中 多田 綺羅良 61  
   井上 知奈 [3] 

13  Bye  64
  斎藤 杏奈  

14 金井中 斎藤 杏奈 　  
  　 長谷部 希綺 [8] 

15  Bye  61
  長谷部 希綺 [8]  　優　勝

16 近江ＴＣ 長谷部 希綺 [8] 　  
   奥山 し渚 [1] 

17 近江ＴＣ 桃井 夏帆 [5]  61
  桃井 夏帆 [5]  

18  Bye 　  
   桃井 夏帆 [5] 

19 金井中 伊平 來花  62
  中山　 柚奈  

20 山三中 中山　 柚奈 61  
   齋藤 ひなた [4] 

21  Bye  65
  加藤 瑞稀  

22 山三中 加藤 瑞稀 　  
   齋藤 ひなた [4] 

23  Bye  60
  齋藤 ひなた [4]  

24 山形三中テニス部 齋藤 ひなた [4] 　  
   齋藤 ひなた [4] 

25 金井中テニス部 駒沢 茉那 [7]  63
  駒沢 茉那 [7]  

26  Bye 　  
   駒沢 茉那 [7] 

27 山三中 鈴木 理奈  64
  鈴木 理奈  

28  Bye 　  
   原田 紗雪 [2] 

29  Bye  61
  豊原 綺真  

30 山六中 豊原 綺真 　  
   原田 紗雪 [2] 

31  Bye  60
  原田 紗雪 [2]  

32 Antelope 原田 紗雪 [2] 　

  
 



20220820山形市民大会秋季大会

小学生男子シングルス-プレーオフ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
 

1 氏家 諒  
  氏家 諒

2  Bye 　  
   氏家 諒

3 イラコTC山形 児玉　大知  61
 丸山 拓真  

4 丸山 拓真 62  優　勝
   氏家 諒

5 BTA 後藤 孝希  60
  後藤 孝希  

6  Bye 　  
   鈴木 颯介

7  Bye  64
  鈴木 颯介  

8 BTA 鈴木 颯介 　

  
 

BTA

BTA



20220820山形市民大会秋季大会

小学生女子シングルス-プレーオフ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 近江TC 阿部 ひまり  
  阿部 ひまり

2  Bye 　  
   阿部 ひまり

3 近江TC 秋葉 悠希  61
  高梨果琳  

4 BTA 高梨果琳 60 優勝
   阿部 ひまり

5 プラスワン 佐藤 あかり  63
  佐藤 あかり  

6 東根テニス塾 武田 優奈 63  
   佐藤 あかり

7  Bye  63
  佐藤 希乃花  

8 BTA 佐藤 希乃花 　

  
 



20220820山形市民大会秋季大会

中学生以下男子ダブルス-プレーオフ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Semifinals Final 勝者 
イラコTC山形 後藤蓮太

1 イラコTC山形 後藤颯太  
山六中 伊藤克 後藤/後藤

2 山六中 羽柴亘悠 60  優勝
ITSベルズ 大沼希瑠  大沼/重藤

3 山六中 重藤実晴  63
山三中 ソー玲音 大沼/重藤  

4 山三中 多田修造 62
  
 



20220820山形市民大会秋季大会

中学生以下女子ダブルス-プレーオフ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Quarterfinals 
Semifinals Final 勝者 

山三中 清野真帆
1 山三中 齋藤ひなた  

  清野/齋藤

2  Bye 　  
近江TC 桃井夏帆  三浦/井上

3 近江TC 長谷部希綺  62
TJC 三浦羽月 三浦/井上  

4 イラコTC山形 井上知奈 63 優勝 
山三中 加藤瑞稀  原田/大河内

5 山三中 山口天音  64
山六中 星川紗穂 星川/豊原  

6 山六中 豊原綺真 61  
金井中 佐々木聖菜  原田/大河内

7 金井中 本田夏凛  61
Antelope 原田紗雪 原田/大河内  

8 NTAJ 大河内奈海
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