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GD 18 A
所  属 1R 2R 3R 4R Finals 予選勝者 

聖和学園 松原 綾乃
1 聖和学園 鈴木 桃子 松原 綾乃

  鈴木 桃子 
2  Bye   

宮城第一高 加藤 美紅   
3 宮城第一高 菅原 里奈   

常盤木学園 伊藤 愛   
4 常盤木学園 佐山 晴菜   

宮城第一高 伊藤 萌子   
5 宮城第一高 西井 見衣子   

多賀城高 北川 遙   
6 多賀城高 長嶋 凜   

仙台三高 室井 みなみ   
7 仙台三高 石山 伶衣   

加美農業高 佐竹 凛香   
8 加美農業高 小針 大佳   

仙台三高 瀬倉 英   
9 仙台三高 篠原 悠 瀬倉 英  

  篠原 悠  
10  Bye   

泉高 佐々木 明唯   
11 泉高 石澤 悠莉   

多賀城高 福井 愛祐菜   
12 多賀城高 髙橋 明友子   

黒川高 佐藤 里奈   
13 黒川高 菊地 恵理   

多賀城高 佐藤 友香   
14 多賀城高 小野寺 莉美香   

富谷高 三瓶 真奈香   
15 富谷高 高屋敷 悠良   

仙台向山高 大谷 彩織衣   
16 仙台向山高 有賀 愛絵   

泉高 山本 瞳   Q1 
17 泉高 矢部 康華   

仙台一高 中目 凜凜子   
18 仙台一高 早坂 茉夏   

黒川高 佐々木 蓮   
19 黒川高 鈴木 詩織   

東陵高 伊藤 明日花   
20 東陵高 小野寺 茜音   

仙台三高 加藤 美希   
21 仙台三高 千田 楓花   

泉高 天江 彩綾   
22 泉高 小野寺 舞依   

榴ヶ岡高 尾形 優菜   
23 榴ヶ岡高 石川 凪紗   

気仙沼高 佐藤 睦菜   
24 気仙沼高 長牛 杏樹   

仙台南高 安藤 朱里   
25 仙台南高 板橋 知花   

名取北高 栗原 杜亜   
26 名取北高 大沼 由季   

石巻高 松川 彩矢   
27 石巻高 武川 まゆ   

仙台商業高 相澤 ひなた   
28 仙台商業高 阿部 千寿   

気仙沼向洋高 渡邉 はるか   
29 気仙沼向洋高 畠山 果穂   

仙台東高 伊藤 佳音   
30 仙台東高 松村 杏美   

宮城第一高 千葉 美音   
31 宮城第一高 遠藤 伶奈   

東陵高 浦山 もも   
32 東陵高 畠山 稚菜  
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GD 18 B
所  属 1R 2R 3R 4R Finals 予選勝者 

東陵高 佐野 柚葵  
33 東陵高 村上 綸香 佐野 柚葵

  村上 綸香 
34  Bye   

宮城学院高 橋村 夏未   
35 宮城学院高 滝澤 真子   

仙台一高 小川 理紗   
36 仙台一高 白幡 莉南   

利府高 門脇 暖   
37 利府高 髙橋 果実   

仙台一高 大島 新菜   
38 仙台一高 大谷 あゆみ   

多賀城高 佐藤 若菜   
39 多賀城高 尾形 菜々美   

宮城学院高 伊藤 涼花   
40 宮城学院高 齋藤 花乃子   

仙台三高 小笠原 柚香   
41 仙台三高 木暮 愛留   

仙台一高 今村 萌花   
42 仙台一高 今田 佳奈英   

黒川高 佐々木 陽世   
43 黒川高 瀬戸 優奈   

仙台一高 佐藤 芽衣   
44 仙台一高 庄司 愛音   

東陵高 伊藤 今日花   
45 東陵高 日野 花菜   

富谷高 丹野 未夢   
46 富谷高 菅原 乃綾   

    
47  Bye 岩月 遥  

仙台二高 岩月 遥 川合 悠乃  
48 仙台二高 川合 悠乃   

宮城学院高 生田目 かりさ   Q2 
49 宮城学院高 藏重 結衣   

仙台高 和泉 夏芽   
50 仙台高 鈴木 美咲   

仙台商業高 木村 百花   
51 仙台商業高 清水 菜央   

泉高 吉田 陽奈   
52 泉高 針生 美波   

泉高 今野 咲良   
53 泉高 平井 茜梨   

利府高 佐藤 優月   
54 利府高 庄子 菜々   

仙台南高 及川 芽葵   
55 仙台三高 相澤 茉莉亜   

仙台二高 村上 万鈴   
56 仙台二高 青木 七穂   

泉高 伊藤 実里   
57 泉高 小山 晴花   

富谷高 相原 礼佳   
58 富谷高 笠井 歩夢   

富谷高 若松 瑚華   
59 富谷高 阿部 美侑   

仙台商業高 新田 さち   
60 仙台商業高 村林 理紗   

気仙沼向洋高 菊地 さゆり   
61 気仙沼向洋高 菊地 音羽   

仙台向山高 高橋 歩   
62 仙台向山高 髙谷 恵杜   

泉館山高 福本 彩奈   
63 泉館山高 高橋 夢來   

仙台東高 中村 巴那香   
64 仙台東高 澤田 舞音  
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所  属 1R 2R 3R 4R Finals 予選勝者 

聖和学園 江波戸 理緒  
65 育英学園 鎌田 愛莉 江波戸 理緒

  鎌田 愛莉 
66  Bye   

東陵高 日野 莉花   
67 東陵高 細谷 あゆみ   

仙台一高 佐藤 瑠美   
68 仙台一高 岩動 怜奈   

富谷高 佐野 愛菜   
69 富谷高 熊谷 美穂   

利府高 千葉 萌   
70 利府高 照井 美沙希   

宮城第一高 千葉 萌   
71 宮城第一高 細谷 香菜   

仙台一高 栗城 瀬菜   
72 仙台一高 阿部 なぎほ   

名取北高 荒井 萌花   
73 名取北高 岩佐 萌乃   

仙台二高 和田 歩   
74 仙台二高 大江 花奈   

泉高 岡 実祐季   
75 泉高 松本 愛菜   

聖和学園 遠藤 美玖   
76 聖和学園 金子 恭子   

利府高 佐藤 愛里   
77 利府高 小野寺 優羽   

宮城第一高 花見 愛   
78 宮城第一高 遠藤 ひかり   

富谷高 佐藤 七海   
79 富谷高 脇山 莉奈   

仙台東高 佐藤 瑞希   
80 仙台東高 竹内 絢音   

仙台南高 菊地 真愛   Q3 
81 仙台南高 髙橋 彩   

仙台高 星野 日陽   
82 仙台高 鈴木 梨紗子   

泉館山高 後藤 而今   
83 泉館山高 髙橋 さくら   

利府高 川村 純白   
84 利府高 阿部 莉茉   

仙台一高 藤井 柚花   
85 仙台一高 藤澤 由季   

泉高 小定 七穂   
86 泉高 髙橋 佳恵   

東陵高 遠山 葉月   
87 東陵高 髙橋 楓   

仙台一高 持丸 ゆめ   
88 仙台一高 西村 美咲   

仙台商業高 加藤 華南   
89 仙台商業高 山田 まひろ   

榴ヶ岡高 堀籠 咲樹   
90 榴ヶ岡高 湯浅 綾奈   

気仙沼高 小野寺 美咲   
91 気仙沼高 阿部 栞里   

仙台向山高 小山内 遥香   
92 仙台向山高 志子田 ゆき乃   

仙台三高 工藤 千怜   
93 仙台三高 茂庭 里帆   

泉高 名取 くれ葉   
94 泉高 畑山 葵   

東陵高 小野寺 柚梨   
95 東陵高 高橋 美羽   

泉パークタウンＴＣ 甲川 美和子    
96 聖和学園 葦名 はるか  
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育英学園 大友 綺花  
97 聖和学園 長田 蒼生  

仙台東高 若生 愛永  
98 仙台東高 菅原 希   

泉高 西 萌花   
99 泉高 飯沼 美帆   

泉館山高 上石 美羽   
100 泉館山高 洞口 七桜   

仙台南高 小俣 とあ   
101 仙台南高 小津 夏海   

泉館山高 岩渕 花   
102 泉館山高 茂木 優芽   

常盤木学園 山内 夏美   
103 常盤木学園 阿部 花蓮   

仙台高 相澤 果子   
104 仙台高 高橋 葵   

泉館山高 加藤 野乃   
105 泉館山高 瀬賀 万尋   

名取北高 出町 彩花   
106 名取北高 馬場 七海   

仙台二高 山下 未侑   
107 仙台二高 茂野 瑠夏   

泉館山高 小津 彩夏   
108 泉館山高 田中 鈴花   

仙台高専名取C 千葉 多香美   
109 仙台高専名取C 吾妻 華帆   

宮城学院高 安達 紗良   
110 宮城学院高 小林 香帆   

泉高 井上 瑠々花   
111 泉高 阿部 柚月   

泉館山高 大久 琴未   
112 泉館山高 有路 夏帆   

多賀城高 渡邊 芹那   Q4 
113 多賀城高 谷田 言   

仙台商業高 古内 香子   
114 仙台商業高 影山 楓   

富谷高 大久保 綾乃   
115 富谷高 瀬野 日向   

名取北高 山家 夏美   
116 加美農業高 藤井 桃香   

泉高 小野 紗千夏   
117 泉高 神場 萌来   

仙台東高 加納 千華   
118 仙台東高 森 万由子   

宮城第一高 後藤 美月   
119 宮城第一高 柏 スズ   

東陵高 奥山 志穂   
120 東陵高 長谷川 果音   

仙台南高 須藤 彩乃   
121 仙台南高 黒田 小百合   

泉高 下谷 みなみ   
122 泉高 井上 憂乃   

仙台南高 嘉津山 真依   
123 仙台南高 香月 万弥   

仙台商業高 安部 あいり   
124 仙台商業高 清野 詩央里   

榴ヶ岡高 久保 舞子   
125 榴ヶ岡高 川﨑 結菜   

仙台三高 中川 実梨   
126 仙台三高 谷 涼那   

    
127  Bye 川田 あいこ  

仙台三高 川田 あいこ 紺野 陽世  
128 仙台三高 紺野 陽世  
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所属団体 1R SF Final Winner

  
1  Bye 8  

   
2  Bye 1   

    
3  Bye 5   

    
4  Bye 4   

    
5  Bye 3   

    
6  Bye 6   

    
7  Bye 2   

    
8  Bye 7  

   
 順位 3-4   
   
   
   
 順位 5-8   
   
    
    
    
    
   
   
 順位 7-8   
   
   
  
 


