
2019年度 宮城県夏季ジュニアテニス選手権大会 (U－18)
GS 18 Aグループ

選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 5R QF
   

1 F148404 仙台育英 鎌田 愛莉  
   鎌田 愛莉 

2   Bye   
    鎌田 愛莉 

3 F148671 仙台高 鈴木 美咲  6-0  
   鈴木 美咲  

4 F161278 富谷高 室井 結奈 6-1   
    鎌田 愛莉 

5  宮城学院高 難波 実鈴  6-0  
   難波 実鈴  

6  気仙沼高 熊谷 美怜 w.o.  
    下谷 みなみ 

7 F147972 泉高 下谷 みなみ  7-6(9)  
   下谷 みなみ  

8 F148575 気仙沼向洋高 畠山 果穂 6-3   
    鎌田 愛莉 

9 F148187 仙台二高 山下 美侑  6-0  
   山下 美侑  

10   Bye   
    山下 美侑 

11 F147985 富谷高 笠井 歩夢  6-1  
   菅原 菖  

12 F161302 東陵高 菅原 菖 6-1   
    山下 美侑 

13  仙台第二 福田 みちる  6-0  
   福田 みちる  

14 F148624 多賀城高 北川 遥 w.o.  
    福田 みちる 

15   Bye  6-2  
   川村 梓恩  

16  仙台南高 川村 梓恩  
    鎌田 愛莉 A

17  仙台一高 中 美那紀  6-0  
   鈴木 詩織 

18 F148666 黒川高 鈴木 詩織 6-4   
    鈴木 詩織 

19   Bye  6-1  
   松原 葉月  

20  泉高 松原 葉月   
    遠山 葉月 

21 F148352 富谷高 瀬野 日向  6-1  
   瀬野 日向  

22 F161361 宮城第一高 芳賀 可奈子 6-0   
    遠山 葉月 

23   Bye  6-1  
   遠山 葉月  

24 F147948 東陵高 遠山 葉月   
    奥山 志穂 

25 F148116 泉高 佐々木 明唯  6-3  
   佐々木 明唯  

26  仙台三高 加藤 愛佳 6-0   
    高屋敷 悠良 

27   Bye  6-3  
   高屋敷 悠良  

28  富谷高 高屋敷 悠良   
    奥山 志穂 

29  仙台第二 郡山 七奈  6-0  
   宮窪 花彩子  

30  利府高 宮窪 花彩子 6-2   
    奥山 志穂 

31   Bye  6-1  
   奥山 志穂  

32 F147961 東陵高 奥山 志穂  



GS 18 Bグループ
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 5R 6R
    

33 F148540 R-PROJECT 小堀 歩乃佳  
   小堀 歩乃佳 

34   Bye   
    小堀 歩乃佳 

35  泉高 水原 楓  6-0  
   村山 綾菜  

36  多賀城高 村山 綾菜 6-1   
    小堀 歩乃佳 

37 F148400 宮城第一高 千葉 美音  6-0  
   村上 真優  

38  気仙沼高 村上 真優 7-5   
    姉帯 心春 

39  仙台一高 姉帯 心春  6-1  
   姉帯 心春  

40   Bye   
    小堀 歩乃佳 

41 F148608 泉館山高 福本 彩奈  6-0  
   福本 彩奈  

42   Bye   
    福本 彩奈 

43 F147906 泉高 阿部 柚月  7-6(4)  
   松島 聖理奈  

44  仙台三高 松島 聖理奈 6-1   
    福本 彩奈 

45 F148167 黒川高 佐藤 里奈  7-6(2)  
   佐藤 里奈  

46   Bye   
    佐藤 里奈 

47 F161214 宮城学院高 安達 紗良  6-0  
   安達 紗良  

48 F148023 仙台南高 及川 芽葵 w.o. 
    小堀 歩乃佳 B

49 F161379 名取北高 髙橋 瑠奈  6-1  
   髙橋 瑠奈 

50 F148087 東陵高 髙橋 楓 6-4   
    髙橋 瑠奈 

51 F148609 泉高 平井 茜梨  6-4  
   小林 香帆  

52 F161290 宮城学院高 小林 香帆 6-1   
    髙橋 瑠奈 

53 F148335 仙台東高 菅原 希  6-3  
   長谷川 智世  

54  常盤木高 長谷川 智世 6-3   
    舩山 留菜 

55   Bye  6-2  
   舩山 留菜  

56 F161377 名取北高 舩山 留菜   
    大山 藍 

57 F161236 東陵高 梶原 夢奈  6-1  
   梶原 夢奈  

58  仙台東高 菅野 真旺 w.o.  
    梶原 夢奈 

59   Bye  6-4  
   齋藤 若菜  

60  仙台第二 齋藤 若菜   
    大山 藍 

61  仙台南高 熊谷 百花  6-0  
   中川 広望  

62  仙台三高 中川 広望 6-3   
    大山 藍 

63   Bye  6-1  
   大山 藍  

64 F78431 R-PROJECT 大山 藍  



GS 18 Cグループ
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 5R 6R
    

65 F78381 仙台育英 小鴨 愛可  
   小鴨 愛可 

66   Bye   
    小鴨 愛可 

67 F148011 多賀城高 吉岡 志保  6-1  
   吉岡 志保  

68  泉高 錦織 七菜 6-2   
    小鴨 愛可 

69  仙台一高 高橋 ほのか  6-0  
   佐々木 愛華  

70  常盤木高 佐々木 愛華 7-5   
    相原 礼佳 

71 F148430 富谷高 相原 礼佳  6-1  
   相原 礼佳  

72   Bye   
    小鴨 愛可 

73 F78356 仙台三高 米田 奈穂  6-0  
   米田 奈穂  

74   Bye   
    米田 奈穂 

75 F147918 黒川高 伊勢 香菜枝  6-2  
   伊勢 香菜枝  

76  泉高 小定 七穂 6-0   
    米田 奈穂 

77 F147947 仙台商業高 影山 楓  6-3  
   影山 楓  

78   Bye   
    影山 楓 

79 F148172 富谷高 佐野 愛菜  6-4  
   伊東 ゆいな  

80 F147919 多賀城高 伊東 ゆいな 6-2  
    小鴨 愛可 C

81  泉館山高 洞口 七桜  6-4  
   洞口 七桜 

82  仙台三高 工藤 里紗 6-1   
    洞口 七桜 

83 F161223 名取北高 永岡 うの  6-4  
   永岡 うの  

84  黒川高 遠山 杏華 6-1   
    細谷 あゆみ 

85 F147897 石巻高 阿部 心愛  7-5  
   阿部 心愛  

86  宮城学院高 菊田 望 6-3   
    細谷 あゆみ 

87   Bye  6-1  
   細谷 あゆみ  

88 F148174 東陵高 細谷 あゆみ   
    日野 花菜 

89   Bye  6-2  
   百武 愛果  

90  仙台東高 百武 愛果   
    中川 実梨 

91 F148490 仙台三高 中川 実梨  7-6(3)  
   中川 実梨  

92 F148279 多賀城高 小野寺 莉美香 6-3   
    日野 花菜 

93  泉高 佐藤 光希  6-0  
   柴田 響  

94  仙台商業高 柴田 響 6-3   
    日野 花菜 

95   Bye  6-0  
   日野 花菜  

96 F148557 東陵高 日野 花菜  



GS 18 Dグループ
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 5R 6R
    

97 F78383 エムズTP 髙橋 唯  
   髙橋 唯 

98   Bye   
    髙橋 唯 

99 F148647 利府高 門脇 暖  6-0  
   門脇 暖  

100  泉高 本名 百花 6-2   
    髙橋 唯 

101  常盤木高 根本 愛子  6-2  
   阿部 なぎほ  

102 F147890 仙台一高 阿部 なぎほ 6-3   
    茂野 瑠夏 

103 F148638 仙台二高 茂野 瑠夏  6-2  
   茂野 瑠夏  

104  気仙沼向洋高 長田 梨菜 6-3   
    髙橋 唯 

105 F148099 仙台一高 今村 萌花  6-0  
   今村 萌花  

106   Bye   
    今村 萌花 

107  仙台東高 小島 蒼依  6-4  
   三浦 菜乃  

108 F161269 東陵高 三浦 菜乃 6-3   
    和泉 夏芽 

109 F148680 仙台高 和泉 夏芽  7-5  
   和泉 夏芽  

110   Bye   
    和泉 夏芽 

111  仙台南高 菊地 真愛  6-3  
   栗城 瀬菜  

112 F148050 仙台一高 栗城 瀬菜 6-4  
    髙橋 唯 D

113   Bye  6-3  
   西山 日菜 

114  仙台三高 西山 日菜   
    栗原 杜亜 

115 F148049 名取北高 栗原 杜亜  6-3  
   栗原 杜亜  

116 F148708 気仙沼向洋高 濵 彩奈 6-0   
    吉原 果倫 

117  宮城第一高 笹原 可鈴  7-6(5)  
   小野寺 柚梨  

118 F147888 東陵高 小野寺 柚梨 6-1   
    吉原 果倫 

119   Bye  6-1  
   吉原 果倫  

120  仙台東高 吉原 果倫   
    髙橋 彩 

121   Bye  7-5  
   井上 憂乃  

122 F147936 泉高 井上 憂乃   
    井上 憂乃 

123 F147978 宮城第一高 加藤 美紅  6-2  
   加藤 美紅  

124  仙台三高 髙橋 由衣 6-0   
    髙橋 彩 

125 F148714 泉高 髙橋 佳恵  6-0  
   髙橋 佳恵  

126  多賀城高 竹下 くるみ 6-1   
    髙橋 彩 

127   Bye  6-0  
   髙橋 彩  

128 F78382 仙台南高 髙橋 彩  



GS 18 Eグループ
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 5R 6R
    

129 F78351 仙台育英 西山 理心  
   西山 理心 

130   Bye   
    西山 理心 

131  気仙沼向洋高 高橋 瑠菜  6-0  
   阿部 和奏  

132 F161211 東陵高 阿部 和奏 7-5   
    西山 理心 

133 F148528 気仙沼向洋高 渡邉 はるか  6-2  
   渡邉 はるか  

134 F148001 黒川高 菊地 恵理 7-5   
    渡邉 はるか 

135 F161260 石巻高 佐藤 ひより  6-2  
   佐藤 ひより  

136   Bye   
    西山 理心 

137 F148339 仙台南高 菅原 千絵子  6-2  
   菅原 千絵子  

138   Bye   
    菅原 千絵子 

139  仙台第二 宮城 明日香  6-1  
   佐久間 萌栞  

140  宮城学院高 佐久間 萌栞 6-4   
    齋藤 詩織 

141 F161375 東陵高 齋藤 詩織  6-3  
   齋藤 詩織  

142   Bye   
    齋藤 詩織 

143  泉高 植木 莉紗子  7-5  
   高橋 夢來  

144 F161252 泉館山高 高橋 夢來 6-0  
    西山 理心 E

145 F161320 富谷高 村上 絢菜  w.o. 
   村上 絢菜 

146  仙台南高 吉田 莉那 6-0   
    滝澤 真子 

147  泉高 吉田 陽奈  6-3  
   滝澤 真子  

148 F77928 宮城学院高 滝澤 真子 6-1   
    小野寺 茜音 

149  多賀城高 高橋 麻深  6-4  
   高橋 麻深  

150 F161217 黒川高 伊藤 心花 w.o.  
    小野寺 茜音 

151   Bye  6-0  
   小野寺 茜音  

152 F148269 東陵高 小野寺 茜音   
    佐藤 睦菜 

153   Bye  6-4  
   山岡 碧  

154  仙台東高 山岡 碧   
    矢部 康華 

155 F148654 泉高 矢部 康華  6-2  
   矢部 康華  

156  宮城学院高 咲間 優菜 6-2   
    佐藤 睦菜 

157 F148072 名取北高 荒井 萌花  6-0  
   伊東 怜菜  

158  仙台第二 伊東 怜菜 7-6(4)   
    佐藤 睦菜 

159   Bye  6-3  
   佐藤 睦菜  

160 F78455 気仙沼高 佐藤 睦菜  



GS 18 Fグループ
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 5R 6R
    

161 F78358 聖和学園高 藤田 琴里  
   藤田 琴里 

162   Bye   
    藤田 琴里 

163  泉高 浅野 友那  6-0  
   浅野 友那  

164 F161324 富谷高 大久保 綾乃 6-2   
    藤田 琴里 

165 F161308 名取北高 青木 姫花  6-0  
   青木 姫花  

166  仙台商業高 佐々木 莉里佳 6-1   
    青木 姫花 

167  宮城学院高 芹澤 万智  6-3  
   佐藤 愛里  

168 F148128 利府高 佐藤 愛里 6-2   
    藤田 琴里 

169  東北高 茂木 彩乃  6-0  
   茂木 彩乃  

170   Bye   
    茂木 彩乃 

171  仙台三高 小原 遥奈  6-2  
   小原 遥奈  

172 F148034 聖和学園高 金子 恭子 6-2   
    針生 美波 

173  仙台南高 渡邉 真菜花  6-3  
   渡邉 真菜花  

174   Bye   
    針生 美波 

175 F161277 富谷高 糸井 有咲  6-0  
   針生 美波  

176 F148329 泉高 針生 美波 6-0  
    藤田 琴里 F

177 F148275 利府高 小野寺 優羽  6-1  
   佐藤 芽衣 

178 F148132 仙台一高 佐藤 芽衣 6-2   
    山本 瞳 

179   Bye  6-3  
   山本 瞳  

180 F148204 泉高 山本 瞳   
    伊藤 今日花 

181 F147902 仙台商業高 阿部 千寿  6-0  
   阿部 千寿  

182 F147984 宮城第一高 花見 愛 6-2   
    伊藤 今日花 

183   Bye  6-2  
   伊藤 今日花  

184 F147924 東陵高 伊藤 今日花   
    伊藤 今日花 

185   Bye  6-2  
   星野 日陽  

186 F148358 仙台高 星野 日陽   
    岩渕 花 

187 F147997 泉館山高 岩渕 花  6-3  
   岩渕 花  

188  仙台三高 佐藤 美桜 6-2   
    近藤 綾香 

189 F161232 宮城第一高 加藤 杏菜  6-0  
   加藤 杏菜  

190  仙台三高 櫻井 琴音 6-3   
    近藤 綾香 

191   Bye  6-0  
   近藤 綾香  

192 F78317 泉パークタウンＴＣ 近藤 綾香  



GS 18 Gグループ
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 5R 6R
    

193 F78314 泉館山高 佐藤 亜美  
   佐藤 亜美 

194   Bye   
    佐藤 亜美 

195 F148407 利府高 川村 純白  6-0  
   川村 純白  

196 F148166 多賀城高 佐藤 友香 7-5   
    佐藤 亜美 

197 F147937 泉高 井上 瑠々花  6-2  
   嘉津山 真依  

198 F147982 仙台南高 嘉津山 真依 6-2   
    プラント エリシャ 

199  仙台三高 濱本 さやか  6-1  
   プラント エリシャ  

200 F147889 泉パークタウンＴＣ プラント エリシャ 6-0   
    佐藤 亜美 

201 F161285 東陵高 小倉 潤  6-1  
   小倉 潤  

202   Bye   
    小倉 潤 

203  泉高 佐藤 美羽  7-6(1)  
   熊谷 美穂  

204 F148044 富谷高 熊谷 美穂 w.o.  
    長谷川 果音 

205  仙台東高 阿部 れな  6-1  
   長谷川 果音  

206 F148503 東陵高 長谷川 果音 6-0   
    長谷川 果音 

207 F161334 黒川高 中川 莉音  6-1  
   中川 莉音  

208   Bye  
    佐藤 亜美 G

209 F148677 仙台高 鈴木 梨紗子  7-5  
   鈴木 梨紗子 

210  仙台東高 打越 可純 6-4   
    武川 まゆ 

211  石巻高 武川 まゆ  6-4  
   武川 まゆ  

212 F148383 泉高 石澤 悠莉 6-0   
    日野 莉花 

213 F148716 利府高 髙橋 果実  6-1  
   髙橋 果実  

214 F148286 仙台一高 庄司 愛音 6-4   
    日野 莉花 

215   Bye  6-0  
   日野 莉花  

216 F148558 東陵高 日野 莉花   
    橋野 優樹 

217   Bye  6-2  
   馬場 七海  

218 F148560 名取北高 馬場 七海   
    馬場 七海 

219  仙台東高 若生 愛永  6-3  
   若生 愛永  

220  仙台三高 佐藤 理桜 6-1   
    橋野 優樹 

221 F148100 仙台一高 今田 佳奈英  6-0  
   今田 佳奈英  

222 F148713 泉館山高 髙橋 さくら 6-1   
    橋野 優樹 

223   Bye  6-1  
   橋野 優樹  

224 F78441 ウイニングショット 橋野 優樹  



GS 18 Hグループ
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 5R 6R
    

225 F78352 仙台育英 下原 茉莉佳  
   下原 茉莉佳 

226   Bye   
    下原 茉莉佳 

227  泉高 中野 はづき  6-0  
   阿部 栞里  

228 F161212 気仙沼高 阿部 栞里 6-1   
    下原 茉莉佳 

229 F148434 仙台三高 相澤 茉莉亜  6-0  
   相澤 茉莉亜  

230 F148506 多賀城高 長嶋 凜 7-5   
    相澤 茉莉亜 

231  宮城学院高 佐々木 美璃  6-3  
   佐々木 美璃  

232   Bye   
    下原 茉莉佳 

233 F147977 仙台三高 加藤 美希  6-0  
   加藤 美希  

234   Bye   
    加藤 美希 

235 F148091 常盤木高 高山 陽奈  6-3  
   高山 陽奈  

236 F161350 宮城第一高 畑田 奏実 6-4   
    加藤 美希 

237 F148567 泉高 柏木 南波  6-2  
   柏木 南波  

238   Bye   
    柏木 南波 

239 F161261 宮城第一高 佐藤 喜都  6-3  
   出町 彩花  

240 F148234 名取北高 出町 彩花 w.o. 
    下原 茉莉佳 H

241   Bye  6-2  
   菊地 音羽 

242 F148000 気仙沼向洋高 菊地 音羽   
    菊地 音羽 

243  泉高 庄司 友紀乃  6-1  
   高橋 美羽  

244 F148086 東陵高 高橋 美羽 6-1   
    梅谷 美伶 

245  仙台三高 岡本 晃歩  6-0  
   早坂 茉夏  

246 F148427 仙台一高 早坂 茉夏 6-1   
    梅谷 美伶 

247   Bye  6-0  
   梅谷 美伶  

248 F78442 仙台高専名取C 梅谷 美伶   
    梅谷 美伶 

249   Bye  6-2  
   白幡 莉南  

250 F148571 仙台一高 白幡 莉南   
    伊藤 萌子 

251 F148075 仙台南高 香月 万弥  7-5  
   伊藤 萌子  

252 F147928 宮城第一高 伊藤 萌子 7-5   
    谷 涼那 

253  多賀城高 千葉 真央  6-0  
   小野 まや  

254  聖和学園高 小野 まや 6-0   
    谷 涼那 

255   Bye  6-0  
   谷 涼那  

256 F148482 仙台三高 谷 涼那  
   



SF FinaL 勝者

A 鎌田 愛莉 
6-0  鎌田 愛莉 

B 小堀 歩乃佳 8-1  
6-1  鎌田 愛莉 

C 小鴨 愛可 8-1  
6-4  小鴨 愛可 

D 髙橋 唯 8-4  
6-3  鎌田 愛莉 

E 西山 理心 9-7  
w.o. 藤田 琴里 

F 藤田 琴里 8-3  
6-1  下原 茉莉佳 

  G 佐藤 亜美 9-8(4)  
  7-5  下原 茉莉佳 

  H 下原 茉莉佳 8-0  
  6-2  
  
  順位 3-4 小鴨 愛可  
    
  藤田 琴里  
   
  順位 5-8 小堀 歩乃佳  
   髙橋 唯 
  髙橋 唯 6-2   
    西山 理心 
  西山 理心  6-2  
   西山 理心  
  佐藤 亜美 7-6(3)  
    
  順位 7-8 小堀 歩乃佳  
   佐藤 亜美 
  佐藤 亜美 6-1  
    
  順位 9-16 奥山 志穂  
   奥山 志穂 
  大山 藍 6-3   
    日野 花菜 
  日野 花菜  6-0  
   日野 花菜  
  髙橋 彩 6-1   
    橋野 優樹 

Bye  6-2  
 伊藤 今日花  
伊藤 今日花 w.o.  
  橋野 優樹 
橋野 優樹  6-2  
 橋野 優樹  
梅谷 美伶 6-2  

  
順位 11-12 奥山 志穂  

 伊藤 今日花 

伊藤 今日花 6-3  
  

順位 13-16 大山 藍  
 大山 藍 
髙橋 彩 6-4   
  梅谷 美伶 
Bye  6-2  
 梅谷 美伶  
梅谷 美伶  

   
順位 15-16 髙橋 彩  

 髙橋 彩 
Bye w.o. 

 


