
2020 年度 宮城県冬季ジュニアテニス大会(U－18・16・14・12)

BS 18-予選
A
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 予決 予選勝者 

   

1 M78426 東北高 鈴木 拓海  

   鈴木 拓海 

2   Bye   

    鈴木 拓海 

3  Bye   

    

4  Bye Not Played  

    北村 優登 

5 M177552 加美農業高 渡辺 慧  w.o. 

   佐藤 隼  

6 M177524 気仙沼向洋高 佐藤 隼 w.o.  

    北村 優登 

7  黒川高 瀬野尾 翔真  6-0  

   北村 優登  

8 M161363 利府高 北村 優登 6-3   

    守屋 志彦 

9 M78332 仙台一高 守屋 志彦  6-1  

   守屋 志彦  

10 M177604 気仙沼高 熊谷 光晟 6-0   

    守屋 志彦 

11 M179415 東陵高 木原 翔生  6-1  

   木原 翔生  

12 M177675 東北学院高 加藤 大成 6-2   

    守屋 志彦 

13 M161343 利府高 渡部 天馬  6-0  

   渡部 天馬  

14 M177624 聖和学園 武山 陽斗 w.o.  

    吉田 峻 

15 M177605 名取北高 瀬田川 郁斗  6-0  

   吉田 峻  

16 M177534 仙台東高 吉田 峻 6-4   

    守屋 志彦 A
17 M161272 仙台三高 山下 一輝  6-2  

   山下 一輝  

18 M161346 東北学院高 内海 亮 6-2   

     

19 M161374 石巻高 鈴木 来哉  Not Played 

     

20  仙台二高 藤原 友弥 Not Played  

    熊井 爽斗 

21 M177636 仙台東高 藤本 隼輝  6-1  

   熊井 爽斗  

22  東北学院高 熊井 爽斗 6-1   

    熊井 爽斗 

23  Bye  6-2  

   清 颯斗  

24 M161305 泉館山高 清 颯斗   

    松田 悠希 

25 M161255 仙台三高 高木 陸斗  6-2  

   高木 陸斗  

26 M177519 泉館山高 高橋 喜元 w.o.  

    後藤 大智 

27 M161249 東北学院高 後藤 大智  6-4  

   後藤 大智  

28 M161230 仙台高専名取C 奥村 修悟 6-2   

    松田 悠希 

29  仙台三高 伊藤 匠汰  6-0  

   伊藤 匠汰  

30 M161254 仙台商業高 高橋 颯太 6-4   

    松田 悠希 

31   Bye  6-0  

   松田 悠希  

32 M161297 仙台一高 松田 悠希  

    



2020 年度 宮城県冬季ジュニアテニス大会(U－18・16・14・12)

BS 18-予選
B
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 予決 予選勝者 

    

33 M78423 仙台育英 佐藤 聖璃  

   佐藤 聖璃 

34   Bye   

    佐藤 聖璃 

35 M177527 仙台東高 丹波 功汰  6-1  

   丹波 功汰  

36  仙台城南高 阿部 夢叶 6-0   

    佐藤 聖璃 

37  富谷高 髙橋 慧  6-0  

   髙橋 慧  

38   Bye   

    藤井 黎斗 

39 M177610 仙台三高 星山 直輝  6-2  

   藤井 黎斗  

40 M179414 東陵高 藤井 黎斗 6-4   

    佐藤 聖璃 

41  泉高 遠藤 快莉  6-0  

   遠藤 快莉  

42 M177627 名取北高 大久保 柊平 7-5   

    遠藤 快莉 

43 仙台向山高 佐藤 龍太  6-2  

   中城 真慧  

44  仙台東高 中城 真慧 w.o.  

    中島 恭佑 

45 M177654 気仙沼向洋高 畠山 翔  6-3  

   畠山 翔  

46 M80455 仙台高専名取C 星 勇人 w.o.  

    中島 恭佑 

47 M177550 気仙沼高 中島 恭佑  6-0  

   中島 恭佑  

48 M177667 多賀城高 磯島 颯斗 w.o.  

    佐藤 聖璃 B
49 M122386 仙台三高 佐藤 光晟  6-2  

   佐藤 光晟  

50  仙台一高 今村 凌也 6-1   

    佐藤 光晟 

51  富谷高 笠原 蒼都  6-4  

   佐藤 蒼惟  

52 M161264 東北高 佐藤 蒼惟 w.o.  

    佐藤 光晟 

53 M148210 仙台一高 子田 喜介  6-2  

   子田 喜介  

54  泉高 寺島 啓行 6-0   

    子田 喜介 

55  Bye  w.o. 

   瀬倉 尚  

56 M161304 仙台向山高 瀬倉 尚 w.o.  

    一戸 秀生 

57  気仙沼高 梶原 叶多  6-2  

   片山 太遥  

58  宮城第一高 片山 太遥 6-2   

    片山 太遥 

59  利府高 大津 栃  6-2  

   大津 栃  

60 M161332 仙台向山高 中山 拓海 w.o.  

    一戸 秀生 

61 M161233 仙台高専名取C 花見 優太朗  6-1  

   花見 優太朗  

62  仙台二高 工藤 優維 w.o.  

    一戸 秀生 

63   Bye  6-1  

   一戸 秀生  

64 M147940 仙台育英 一戸 秀生  

    



2020 年度 宮城県冬季ジュニアテニス大会(U－18・16・14・12)

BS 18-予選
C
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 予決 予選勝者 

    

65 M78424 東北学院高 照井 晃太  

   照井 晃太 

66   Bye   

    伊藤 貴弥 

67 M177629 泉館山高 伊藤 貴弥  6-0  

   伊藤 貴弥  

68  仙台向山高 及川 陽大 w.o.  

    伊藤 貴弥 

69 M177591 仙台育英 田村 健太  6-1  

   田村 健太  

70  仙台高 相澤 達希 6-2   

    田村 健太 

71  東北高 武田 雄成  w.o. 

   武田 雄成  

72  仙台向山高 伊藤 和陽 w.o.  

    伊藤 貴弥 

73 M177668 多賀城高 小渡 啓介  6-0  

   上野 誠太  

74  利府高 上野 誠太 w.o.  

    寺澤 俊太 

75  仙台二高 寺澤 俊太  6-0  

   寺澤 俊太  

76  仙台一高 筒井 脩 6-1   

    林 優斗 

77 M161226 仙台三高 遠藤 星汰  6-0  

   遠藤 星汰  

78   Bye   

    林 優斗 

79  多賀城高 相澤 秀綾  w.o. 

   林 優斗  

80 M161369 東陵高 林 優斗   

    伊藤 貴弥 C
81 M161348 仙台三高 能登谷 陵  6-3  

   能登谷 陵  

82  仙台東高 竹内 陽人 6-0   

    能登谷 陵 

83 M177551 東北学院高 牧野 怜生  6-4  

   牧野 怜生  

84  利府高 千崎 洋 6-1   

    能登谷 陵 

85 M161293 仙台商業高 庄司 光浩  6-3  

   小野寺 晃士  

86 M161288 富谷高 小野寺 晃士 6-3   

    小野寺 晃士 

87   Bye  w.o. 

   畠山 智行  

88 M177567 泉高 畠山 智行   

    下村 凌太朗 

89 M161347 富谷高 二瓶 槙  6-1  

   髙橋 宙斗  

90 M161378 仙台高専名取C 髙橋 宙斗 w.o.  

    髙橋 宙斗 

91 M177580 泉高 大嶋 海翔  6-3  

   金丸 真之介  

92 M161246 東北学院高 金丸 真之介 7-5   

    下村 凌太朗 

93  仙台三高 相馬 颯斗  6-2  

   相馬 颯斗  

94  宮城第一高 佐藤 千洋 w.o.  

    下村 凌太朗 

95   Bye  6-1  

  下村 凌太朗  

96 M75485 仙台育英 下村 凌太朗  
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BS 18-予選
D
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 予決 予選勝者 

    

97 M78404 東北学院高 野中 友貴  

   野中 友貴 

98   Bye   

    野中 友貴 

99  宮城第一高 土屋 龍生  6-1  

   川田 歩輝  

100 M177568 仙台二高 川田 歩輝 6-3   

    野中 友貴 

101 M161275 東北学院高 山本 蓮  6-2  

   山本 蓮  

102 M177537 気仙沼向洋高 吉田 恵佑 w.o.  

    山本 蓮 

103 M179420 東陵高 有賀 慧  6-3  

   有賀 慧  

104  仙台商業高 松坂 泰輝 6-0   

    野中 友貴 

105  仙台高専名取C 林本 雄飛  6-1  

   林本 雄飛  

106  聖和学園 大友 柊哉 w.o.  

    林本 雄飛 

107  東北学院高 金成 真紗己  6-0  

   柴田 賢二  

108 M161279 仙台商業高 柴田 賢二 6-1   

    林本 雄飛 

109 M177663 気仙沼高 小野寺 凜生  6-3  

   小野寺 凜生  

110  仙台二高 垣見 洸征 w.o.  

    小笠原 晃汰 

111  Bye  w.o. 

   小笠原 晃汰  

112 M177529 名取北高 小笠原 晃汰   

    野中 友貴 D
113 M177558 仙台二高 千葉 夏輝  6-3  

   千葉 夏輝  

114  仙台向山高 福島 悠生 w.o.  

    千葉 夏輝 

115 M177790 仙台育英 菊池 雄介  w.o. 

     

116 M177583 加美農業高 松盛 賢 Not Played  

    松本 遥人 

117 M148676 リベラ仙台 鈴木 悠仁  6-0  

   小田島 廉  

118 M161287 仙台三高 小田島 廉 6-3   

    松本 遥人 

119 M177672 気仙沼向洋高 菅原 伊織  6-4  

   松本 遥人  

120 M177644 仙台東高 松本 遥人 6-0   

    佐藤 睦起 

121  富谷高 岩泉 和樹  6-4  

   鈴木 颯真  

122  東陵高 鈴木 颯真 w.o.  

    鈴木 颯真 

123 M161295 仙台商業高 松井 太郎  6-2  

   髙橋 優生  

124  仙台三高 髙橋 優生 6-1   

    佐藤 睦起 

125  仙台向山高 寒川 遙  6-0  

   清野 晃人  

126  宮城第一高 清野 晃人 w.o.  

    佐藤 睦起 

127  多賀城高 大島 航季  6-0  

   佐藤 睦起  

128 M78456 気仙沼高 佐藤 睦起 w.o. 
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BS 18-予選
E
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 予決 予選勝者 

    

129 M78370 仙台向山高 八柳 翔空  

   八柳 翔空 

130   Bye   

    佐々木 航太 

131  宮城第一高 佐々木 航太  w.o. 

   佐々木 航太  

132  仙台商業高 岡村 琉貴 6-2   

    佐々木 航太 

133  東北高 三浦 久人  6-0  

   三浦 久人  

134 M161229 富谷高 塩谷 隆文 w.o.  

    黒澤 太一 

135 M177603 仙台一高 黒澤 太一  6-0  

   黒澤 太一  

136  多賀城高 岩谷 蒼生 w.o.  

    鈴木 翔太 

137  泉館山高 日塔 俊亮  6-4  

   池田 侑生  

138  泉高 池田 侑生 w.o.  

    鈴木 翔太 

139  仙台商業高 大杉 悠斗  6-0  

   鈴木 翔太  

140 M177655 仙台東高 鈴木 翔太 6-1   

    鈴木 翔太 

141 M161210 仙台向山高 阿部 優都  6-4  

   坂本 尚汰  

142  東北学院高 坂本 尚汰 w.o.  

    千葉 絢心 

143 M161314 石巻高 千葉 絢心  6-2  

   千葉 絢心  

144 M161280 仙台商業高 若林 凜之介 6-2   

    川元 大知 E
145  宮城第一高 青木 一将  6-0  

   青木 一将  

146  気仙沼高 泉 虎太朗 6-3   

    近藤 那音 

147 M177592 仙台二高 近藤 那音  6-0  

   近藤 那音  

148  泉館山高 福村 基 7-5   

    井上 竜之介 

149  仙台向山高 菊地 悠斗  6-2  

   小林 新  

150 M161291 東北学院高 小林 新 w.o.  

    井上 竜之介 

151   Bye  6-4  

   井上 竜之介  

152 M177588 仙台二高 井上 竜之介   

    川元 大知 

153  仙台商業高 千葉 一晴  7-5  

   千葉 一晴  

154   Bye   

    白井 雄斗 

155 M161349 東北学院高 白井 雄斗  6-2  

   白井 雄斗  

156  宮城第一高 長野 颯太 6-1   

    川元 大知 

157  仙台二高 小倉 悠樹  6-2  

   佐藤 遥人  

158  東北学院高 佐藤 遥人 w.o.  

    川元 大知 

159   Bye  6-0  

   川元 大知  

160 M161315 仙台三高 川元 大知  

    



2020 年度 宮城県冬季ジュニアテニス大会(U－18・16・14・12)
BS 18-予選

F
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 予決 予選勝者 

    

161  仙台三高 下山 玄祐  

   下山 玄祐 

162   Bye   

    下山 玄祐 

163  仙台一高 日下部 良太  w.o. 

     

164  多賀城高 真島 京佑 Not Played  

    下山 玄祐 

165  宮城第一高 新沼 孝高  6-1  

   村上 雄大  

166  気仙沼高 村上 雄大 6-0   

    本間 龍 

167  仙台二高 高岡 隆作  6-0  

   本間 龍  

168 M161364 東陵高 本間 龍 6-0   

    下山 玄祐 

169 M148577 気仙沼高 畠山 尚也  6-1  

   畠山 尚也  

170  仙台二高 生駒 唯斗 w.o.  

    佐藤 拓海 

171 M161266 東北学院高 佐藤 拓海  6-3  

   佐藤 拓海  

172 M161311 利府高 石川 悟 7-5   

    菅野 了寛 

173 M161327 仙台商業高 大野 一歩  6-3  

   鈴木 開公  

174  宮城第一高 鈴木 開公 6-3   

    菅野 了寛 

175 M177657 気仙沼向洋高 小野寺 智大  6-0  

   菅野 了寛  

176 M177521 仙台二高 菅野 了寛 6-0   

    藤田 鼓汰朗 F
177 M177628 気仙沼高 小野寺 侃人  6-3  

   小野寺 侃人  

178  多賀城高 星 大夢 w.o.  

    武田 卓士 

179  東陵高 鈴木 悠真  6-0  

   武田 卓士  

180  仙台三高 武田 卓士 6-0   

    芳賀 郁斗 

181  東北学院高 小野 楓真  6-4  

   芳賀 郁斗  

182 M177549 気仙沼高 芳賀 郁斗 6-4   

    芳賀 郁斗 

183  多賀城高 金沢 雄太  7-5  

   今野 寛太  

184 M161256 東陵高 今野 寛太 w.o.  

    藤田 鼓汰朗 

185  仙台二高 湯澤 龍太郎  6-2  

   髙橋 明弥  

186 M78394 仙台高専名取C 髙橋 明弥 6-1   

    本郷 朋希 

187  泉館山高 小野 雅弘  6-0  

   本郷 朋希  

188  仙台一高 本郷 朋希 6-0   

    藤田 鼓汰朗 

189  東北学院高 千葉 広太郎  6-3  

   江刺 奏音  

190 M161250 仙台商業高 江刺 奏音 6-2   

    藤田 鼓汰朗 

191   Bye  6-0  

   藤田 鼓汰朗  

192 M148604 利府高 藤田 鼓汰朗  
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G
選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 予決 予選勝者 

    

193 M78373 宮城第一高 佐藤 成恭  

   佐藤 成恭 

194   Bye   

    佐藤 成恭 

195  仙台高専名取C 羽鳥 慶  6-1  

   田中 康陽  

196 M177598 仙台高 田中 康陽 7-6(4)   

    佐藤 成恭 

197  気仙沼高 阿部 晄大  6-1  

   阿部 晄大  

198  多賀城高 根本 幹大 w.o.  

    渡部 成 

199 M177619 名取北高 月舘 勇翔  6-0  

   渡部 成  

200 M161342 東北学院高 渡部 成 6-1   

    佐藤 成恭 

201 M161247 利府高 原 怜我  6-1  

   原 怜我  

202  東北高 林崎 光 6-0   

    原 怜我 

203   Bye  6-1  

   木村 新之介  

204 M161368 東北学院高 木村 新之介   

    田島 楓馬 

205  気仙沼高 小野寺 颯太郎  6-4  

   小野寺 颯太郎  

206 M161323 石巻高 大磯 秀知 7-5   

    田島 楓馬 

207 M177566 名取北高 塚 縁  6-0  

   田島 楓馬  

208 M148514 東北学院高 田島 楓馬 6-0   

    佐藤 成恭 G
209 M177540 仙台城南高 菅原 謙  6-3  

   菅原 謙  

210  仙台南高 舩山 陽希 w.o.  

    美山 柊大 

211 M161357 仙台三高 美山 柊大  6-0  

   美山 柊大  

212 M177643 名取北高 佐々木 幹基 6-0   

    佐藤 央進 

213  東北学院高 増渕 敦哉  6-3  

   佐藤 榛  

214 M179400 東陵高 佐藤 榛 6-1   

    佐藤 央進 

215  加美農業高 野辺 拓也  6-0  

   佐藤 央進  

216 M177650 仙台二高 佐藤 央進 w.o.  

    佐藤 央進 

217  仙台高 畠山 敬次  6-0  

   千葉 琉雅  

218 M177595 気仙沼高 千葉 琉雅 6-0   

     

219  多賀城高 峪 弥里  Not Played 

     

220 M161286 仙台向山高 小田 晴己 Not Played  

    渋谷 輝 

221 M177674 多賀城高 末永 英大  w.o. 

   渋谷 輝  

222 M177670 名取北高 渋谷 輝 w.o.  

    渋谷 輝 

223   Bye  w.o. 

     

224 M78371 仙台向山高 根津 圭佑 Not Played 
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選手登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R 予決 予選勝者 

    

225 M78369 仙台育英 高木 裕矢  

   高木 裕矢 

226   Bye   

    高木 裕矢 

227  東北学院高 沖本 秀太  6-2  

   沖本 秀太  

228 M161268 仙台向山高 佐藤 立樹 w.o.  

    高木 裕矢 

229  泉館山高 鈴木 快  6-0  

   渡辺 大翔  

230 M177586 名取北高 渡辺 大翔 6-2   

    小向 楓人 

231  仙台三高 小向 楓人  6-1  

   小向 楓人  

232 M161300 東北高 須藤 大貴 6-4   

    高木 裕矢 

233 M177543 仙台一高 佐藤 榛斗  6-0  

   佐藤 榛斗  

234  仙台商業高 今井 蛍輔 6-2   

    佐藤 榛斗 

235  利府高 加藤 樹  6-1  

   加藤 樹  

236 M161262 富谷高 佐藤 昂希 w.o.  

    遠藤 優太 

237 仙台一高 山中 英資  6-4  

   山中 英資  

238  気仙沼高 村上 宗太 6-0   

    遠藤 優太 

239 M179419 東陵高 遠藤 優太  6-4  

   遠藤 優太  

240 M177525 気仙沼向洋高 畠山 瑠偉 7-5   

    高木 裕矢 H
241 M179410 仙台商業高 鈴木 大和  6-2  

   鈴木 大和  

242  気仙沼高 及川 佳衣斗 6-4   

    鈴木 大和 

243  仙台二高 村上 尚之  w.o. 

     

244  宮城第一高 髙橋 瑠維 Not Played  

    高橋 幸汰 

245  多賀城高 卯月 翔晃  6-0  

   千葉 海斗  

246  仙台東高 千葉 海斗 w.o.  

    高橋 幸汰 

247   Bye  6-2  

   高橋 幸汰  

248 M161251 東陵高 高橋 幸汰   

    高橋 幸汰 

249  仙台三高 樅山 友哉  6-4  

   松本 陸来  

250 M148307 仙台育英 松本 陸来 6-0   

    松本 陸来 

251  宮城第一高 高橋 盛雅  6-0  

   高橋 盛雅  

252  石巻高 渡邊 隆仁 6-1   

    阿部 己太郎 

253 M177673 仙台東高 齋藤 優成  7-5  

   佐伯 新  

254 M148171 東北学院高 佐伯 新 6-1   

    阿部 己太郎 

255 M161208 東北高 阿部 己太郎  6-3  

   阿部 己太郎  

256  利府高 高木 勇次 6-1  
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1 M78372 仙台育英 齋藤 駿斗  

  齋藤 駿斗 

2 仙台一高 守屋 志彦 6-0   

   齋藤 駿斗 

3 仙台育英 佐藤 聖璃  6-1  

  齋藤 優真  

4 M147601 東陵高 齋藤 優真 6-4   

   齋藤 駿斗 

5 利府高 藤田 鼓汰朗  6-2  

  渡部 怜和成  

6 M78433 仙台育英 渡部 怜和成 6-1   

   渡部 怜和成 

7 仙台三高 川元 大知  6-2  

  阿部 倫大  

8 M78323 仙台三高 阿部 倫大 6-1   

   齋藤 駿斗 

9  仙台三高 小堤 康太郎  6-2  

  小堤 康太郎  

10 東北学院高 野中 友貴 6-0   

   小堤 康太郎 

11 宮城第一高 佐藤 成恭  6-3  

  石井 智樹  

12 M129494 東陵高 石井 智樹 6-2   

   小堤 康太郎 

13  仙台三高 濵﨑 爽  6-3  

  濵﨑 爽  

14 東北学院高 照井 晃太 6-4   

   佐藤 隆矢 

15 仙台育英 高木 裕矢  6-3  

  佐藤 隆矢  

16 M53206 仙台育英 佐藤 隆矢 6-4  

   

  順位 3-4 渡部 怜和成  

  佐藤 隆矢 

 佐藤 隆矢 6-3  

 
順位 5-8 齋藤 優真  

 齋藤 優真 

阿部 倫大 6-3   

  齋藤 優真 

石井 智樹  6-4  

 濵﨑 爽  

濵﨑 爽 7-6(6)  

  

順位 7-8 阿部 倫大  

 石井 智樹 

石井 智樹 7-6(4)  
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1 宮城第一高 前原 千遥  

   前原 千遥 

2  Bye   

   前原 千遥 

3 泉高 本名 百花  6-0  

  本名 百花  

4  Bye   

   前原 千遥 

5  Bye  6-2  

  蔦 ななみ  

6 多賀城高 蔦 ななみ   

   若狭 葉月輝 

7 東陵高 若狭 葉月輝  w.o. 

  若狭 葉月輝  

8 仙台高 小島 華 6-2   

   前原 千遥 

9 仙台南高 渡邉 真菜花  6-1  

  渡邉 真菜花  

10  Bye   

   渡邉 真菜花 

11 東陵高 熊谷 智音  6-2  

  浅野 友那  

12 泉高 浅野 友那 6-3   

   渡邉 真菜花 

13  Bye  6-2  

  遠山 杏華  

14 黒川高 遠山 杏華   

   小向 杏奈 

15  Bye  w.o. 

  小向 杏奈  

16 石巻高 小向 杏奈   

   前原 千遥 A
17 名取北高 青木 姫花  6-3  

  青木 姫花  

18  Bye   

   青木 姫花 

19 泉高 松原 葉月  w.o. 

  松原 葉月  

20  Bye   

   友納 萌香 

21  Bye  7-5  

  菅原 彩乃  

22 仙台二高 菅原 彩乃   

   友納 萌香 

23  Bye  6-1  

  友納 萌香  

24 泉高 友納 萌香   

   友納 萌香 

25 仙台向山高 永沼 彩夏  6-0  

  永沼 彩夏  

26  Bye   

   加藤 紗 

27 仙台高 加藤 紗  w.o. 

  加藤 紗  

28  Bye   

   郡山 七奈 

29 仙台育英 瀬川 灯  6-2  

  瀬川 灯  

30 仙台南高 櫻井 まや 6-1   

   郡山 七奈 

31  Bye  7-6(1)  

  郡山 七奈  

32 仙台二高 郡山 七奈  
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33 仙台三高 米田 奈穂  

  米田 奈穂 

34  Bye   

   米田 奈穂 

35 仙台南高 中野 響香  6-1  

  中野 響香  

36  Bye   

   米田 奈穂 

37 仙台二高 齋藤 若菜  6-2  

  小野寺 翔子  

38 東陵高 小野寺 翔子 6-4   

   小野寺 翔子 

39  Bye  7-6  

  川村 梓恩  

40 仙台南高 川村 梓恩   

   米田 奈穂 

41 利府高 吉村 怜奈  6-3  

  吉村 怜奈  

42  Bye   

   長田 梨菜 

43 気仙沼向洋高 長田 梨菜  6-1  

  長田 梨菜  

44  Bye   

   鈴木 愛佳 

45  Bye  6-1  

  鈴木 愛佳  

46 東陵高 鈴木 愛佳   

   鈴木 愛佳 

47 仙台三高 加藤 愛佳  6-1  

  加藤 愛佳  

48 泉高 田口 結衣 6-0   

   米田 奈穂 B
49 利府高 鎌田 花菜  6-4  

  鎌田 花菜  

50  Bye   

   鎌田 花菜 

51 仙台向山高 元井 幸  w.o. 

  元井 幸  

52  Bye   

   糸井 有咲 

53  Bye  7-5  

  芳賀 可奈子  

54 宮城第一高 芳賀 可奈子   

   糸井 有咲 

55  Bye  6-1  

  糸井 有咲  

56 富谷高 糸井 有咲   

   伊藤 鈴々花 

57 宮城第一高 鈴木 里沙  6-1  

  鈴木 里沙  

58  Bye   

   鈴木 里沙 

59 泉高 庄子 友紀乃  6-3  

  庄子 友紀乃  

60  Bye   

   伊藤 鈴々花 

61 仙台東高 阿部 れな  6-3  

  伊藤 鈴々花  

62 東陵高 伊藤 鈴々花 6-0   

   伊藤 鈴々花 

63  Bye  6-4  

  柏木 南波  

64 泉高 柏木 南波  
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65 名取北高 永岡 うの  

  永岡 うの 

66  Bye   

   永岡 うの 

67 泉高 中野 はづき  6-4  

  池田 愛莉  

68 泉館山高 池田 愛莉 6-3   

   永岡 うの 

69  Bye  6-3  

  大辻 美穂  

70 富谷高 大辻 美穂   

   相澤 葉弥 

71  Bye  w.o. 

  相澤 葉弥  

72 仙台高 相澤 葉弥   

   永岡 うの 

73 宮城学院高等学校 滝澤 真子  6-1  

  滝澤 真子  

74  Bye   

   滝澤 真子 

75 宮城第一高 浅田 光咲  6-2  

  浅田 光咲  

76  Bye   

   滝澤 真子 

77 多賀城高 竹下 くるみ  6-4  

    

78 黒川高 伊藤 心花 Not Played  

   宮窪 花彩子 

79  Bye  w.o. 

  宮窪 花彩子  

80 利府高 宮窪 花彩子   

   阿部 和奏 C
81 泉高 佐藤 美羽  6-2  

  佐藤 美羽  

82  Bye   

   佐藤 美桜 

83 仙台三高 佐藤 美桜  6-1  

  佐藤 美桜  

84  Bye   

   佐藤 美桜 

85  Bye  7-6(5)  

  井坂 美遥  

86 多賀城高 井坂 美遥   

   中 美那紀 

87  Bye  w.o. 

  中 美那紀  

88 仙台一高 中 美那紀   

   阿部 和奏 

89 気仙沼高 鈴木 風花  6-1  

  鈴木 風花  

90  Bye   

   鈴木 風花 

91 泉高 水原 楓  6-2  

  田村 優雛  

92 仙台一高 田村 優雛 6-2   

   阿部 和奏 

93  Bye  6-1  

  貝山 明音  

94 仙台南高 貝山 明音   

   阿部 和奏 

95  Bye  w.o. 

  阿部 和奏  

96 東陵高 阿部 和奏  
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97 仙台二高 伊東 怜菜  

  伊東 怜菜 

98  Bye   

   伊東 怜菜 

99 名取北高 瀬戸 珠那  6-0  

  瀬戸 珠那  

100  Bye   

   伊東 怜菜 

101  Bye  6-1  

  佐藤 ひより  

102 石巻高 佐藤 ひより   

   三浦 涼 

103  Bye  6-4  

  三浦 涼  

104 東陵高 三浦 涼   

   伊東 怜菜 

105 仙台南高 上原 梨沙  6-1  

  上原 梨沙  

106  Bye   

   小島 蒼依 

107 仙台東高 小島 蒼依  6-1  

  小島 蒼依  

108  Bye   

   小島 蒼依 

109 仙台二高 熊谷 真裕奈  6-1  

  針生 彩花  

110 仙台東高 針生 彩花 6-4   

   針生 彩花 

111  Bye  6-2  

  落合 琴香  

112 宮城第一高 落合 琴香   

   伊東 怜菜 D
113 仙台高 千葉 楓華  7-5  

  千葉 楓華  

114 富谷高 横田 陽菜乃 w.o.  

   千葉 楓華 

115 仙台二高 宮城 明日香  6-3  

  宮城 明日香  

116  Bye   

   佐藤 理桜 

117  Bye  6-0  

  佐藤 理桜  

118 仙台三高 佐藤 理桜   

   佐藤 理桜 

119  Bye  w.o. 

  桜井 結佳  

120 聖和学園 桜井 結佳 w.o.  

   三浦 菜乃 

121 仙台三高 橋浦 優奈  6-3  

  橋浦 優奈  

122  Bye   

   室井 結奈 

123 富谷高 室井 結奈  6-2  

  室井 結奈  

124  Bye   

   三浦 菜乃 

125 多賀城高 田邊 結菜  6-0  

  髙橋 美憂  

126 エムズTP 髙橋 美憂 w.o.  

   三浦 菜乃 

127  Bye  6-2  

  三浦 菜乃  

128 東陵高 三浦 菜乃  
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129 東陵高 齋藤 詩織  

  齋藤 詩織 

130  Bye   

   齋藤 詩織 

131 仙台二高 安藤 葵  6-0  

  安藤 葵  

132  Bye   

   齋藤 詩織 

133  Bye  6-0  

  大間知 心海  

134 泉館山高 大間知 心海   

   兵藤 真那 

135 仙台南高 友渕 花菜  6-1  

  兵藤 真那  

136 宮城学院高等学校 兵藤 真那 w.o.  

   齋藤 詩織 

137 泉館山高 高橋 夢來  6-1  

  高橋 夢來  

138  Bye   

   高橋 夢來 

139 仙台東高 堺 千瑛里  6-1  

  堺 千瑛里  

140  Bye   

   長谷川 佳奈 

141  Bye  7-6(9)  

  石川 彩美  

142 東陵高 石川 彩美   

   長谷川 佳奈 

143 仙台三高 長谷川 佳奈  7-6(5)  

  長谷川 佳奈  

144 多賀城高 高橋 麻深 w.o.  

   吉原 果倫 E
145 泉館山高 橘 美那  6-4  

  橘 美那  

146  Bye   

   橘 美那 

147 多賀城高 村山 綾菜  w.o. 

  村山 綾菜  

148  Bye   

   大沼 倖瑠 

149 名取北高 大沼 倖瑠  6-1  

  大沼 倖瑠  

150 仙台一高 姉帯 心春 6-1   

   大沼 倖瑠 

151  Bye  w.o. 

  岩淵 ゆら  

152 仙台高 岩淵 ゆら   

   吉原 果倫 

153 東陵高 佐藤 苺  6-1  

  佐藤 苺  

154 仙台一高 高橋 ほのか 6-2   

   佐藤 苺 

155 仙台三高 濱本 さやか  7-5  

  濱本 さやか  

156  Bye   

   吉原 果倫 

157  Bye  6-1  

  舘向　 真央  

158 仙台高 舘向　 真央   

   吉原 果倫 

159  Bye  6-1  

  吉原 果倫  

160 仙台東高 吉原 果倫  
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161 東陵高 菅原 菖  

  菅原 菖 

162  Bye   

   菅原 菖 

163 富谷高 村上 絢菜  6-1  

  村上 絢菜  

164  Bye   

   菅原 菖 

165 多賀城高 熊田 侑莉  6-0  

  田中 優帆  

166 仙台一高 田中 優帆 w.o.  

   佐治 莉音 

167  Bye  6-4  

  佐治 莉音  

168 仙台高 佐治 莉音   

   菅原 菖 

169 仙台東高 百武 愛果  6-1  

  百武 愛果  

170  Bye   

   百武 愛果 

171 仙台三高 黒瀧 結子  6-3  

  黒瀧 結子  

172  Bye   

   百武 愛果 

173  Bye  7-5  

  髙橋 由衣  

174 仙台三高 髙橋 由衣   

   髙橋 由衣 

175  Bye  6-2  

  今野 愛海  

176 泉高 今野 愛海   

   菅原 菖 F
177 東陵高 鎌田 結衣  6-1  

  鎌田 結衣  

178  Bye   

   鎌田 結衣 

179 仙台三高 小原 遥奈  7-6(4)  

  小原 遥奈  

180 宮城第一高 笹原 可鈴 6-0   

   福田 みちる 

181 仙台二高 福田 みちる  6-3  

  福田 みちる  

182  Bye   

   福田 みちる 

183  Bye  6-4  

  高橋 瑠菜  

184 気仙沼向洋高 高橋 瑠菜   

   佐藤 喜都 

185 仙台二高 小林 彩花  6-2  

  小林 彩花  

186  Bye   

   小林 彩花 

187 多賀城高 千葉 真央  w.o. 

  千葉 真央  

188  Bye   

   佐藤 喜都 

189  Bye  w.o. 

  大西 果歩  

190 仙台一高 大西 果歩   

   佐藤 喜都 

191  Bye  w.o. 

  佐藤 喜都  

192 宮城第一高 佐藤 喜都  
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193 仙台三高 西山 日菜  

   西山 日菜 

194  Bye   

   西山 日菜 

195 仙台東高 山本 楓乃音  6-0  

  山本 楓乃音  

196  Bye   

   西山 日菜 

197 利府高 慶長 奈々  6-1  

  齋藤 あおい  

198 宮城第一高 齋藤 あおい 7-6(6)   

   齋藤 あおい 

199  Bye  w.o. 

  相澤 歩音  

200 黒川高 相澤 歩音   

   西山 日菜 

201 気仙沼高 村上 真優  6-0  

  村上 真優  

202  Bye   

   村上 真優 

203 利府高 丹野 彩翔  w.o. 

  丹野 彩翔  

204  Bye   

   村上 真優 

205 泉高 コービー 夏希　タリア  w.o. 

  コービー 夏希　タリア  

206 黒川高 中川 莉音 w.o.  

   コービー 夏希　タリア 

207  Bye  w.o. 

  梶原 夢奈  

208 東陵高 梶原 夢奈   

   西山 日菜 G
209 多賀城高 山田 愛理  6-2  

  山田 愛理  

210  Bye   

   加藤 杏菜 

211 宮城第一高 加藤 杏菜  w.o. 

  加藤 杏菜  

212  Bye   

   松島 聖理奈 

213  Bye  6-2  

  庄司 奈由  

214 仙台一高 庄司 奈由   

   松島 聖理奈 

215  Bye  6-0  

  松島 聖理奈  

216 仙台三高 松島 聖理奈   

   松島 聖理奈 

217 仙台南高 熊谷 百花  6-3  

  熊谷 百花  

218 名取北高 三品 愛香 6-3   

   咲間 優菜 

219 宮城学院高等学校 咲間 優菜  7-5  

  咲間 優菜  

220  Bye   

   咲間 優菜 

221  Bye  7-5  

  阿部 心海  

222 名取北高 阿部 心海   

   小野寺 海珠 

223  Bye  6-1  

  小野寺 海珠  

224 仙台高 小野寺 海珠  
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225 東陵高 小倉 潤  

  小倉 潤 

226  Bye   

   小倉 潤 

227 仙台一高 飯淵 友理  6-0  

  古関 舞菜  

228 利府高 古関 舞菜 6-3   

   小倉 潤 

229  Bye  6-0  

  大場 ゆきの  

230 加美農業高 大場 ゆきの   

   平内 真心 

231  Bye  w.o. 

  平内 真心  

232 仙台一高 平内 真心   

   小倉 潤 

233 泉館山高 生出 栞那  6-0  

  生出 栞那  

234  Bye   

   生出 栞那 

235 仙台育英 横山 茉南  6-4  

  横山 茉南  

236 利府高 徳丸 凜音 w.o.  

   工藤 里紗 

237  Bye  6-1  

  工藤 里紗  

238 仙台三高 工藤 里紗   

   工藤 里紗 

239  Bye  6-0  

  吉田 乙葉  

240 仙台南高 吉田 乙葉   

   近藤 綾香 H
241 仙台三高 小田島 慶  6-0  

  小田島 慶  

242  Bye   

   畑田 奏実 

243 多賀城高 豊若 凛  6-3  

  畑田 奏実  

244 宮城第一高 畑田 奏実 w.o.  

   中川 広望 

245  Bye  6-1  

  吉野 凜  

246 仙台東高 吉野 凜   

   中川 広望 

247  Bye  6-4  

  中川 広望  

248 仙台三高 中川 広望   

   近藤 綾香 

249 泉高 錦織 七菜  6-2  

  菅野 真旺  

250 仙台東高 菅野 真旺 6-1   

   菅野 真旺 

251 仙台三高 村﨑 はるか  6-1  

  村﨑 はるか  

252  Bye   

   近藤 綾香 

253  Bye  6-2  

  山岡 碧  

254 仙台東高 山岡 碧   

   近藤 綾香 

255  Bye  6-0  

  近藤 綾香  

256 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 近藤 綾香  
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1 F78427 仙台育英 千葉 瑠子  
  千葉 瑠子 

2 東陵高 伊藤 鈴々花 6-0   
   千葉 瑠子 

3 宮城第一高 前原 千遥  6-0  
  梅谷 美伶  

4 F78442 仙台高専名取C 梅谷 美伶 6-4   
   千葉 瑠子 

5 仙台東高 吉原 果倫  6-1  
  橋野 優樹  

6 F78441 仙台育英 橋野 優樹 6-0   
   小鴨 愛可 

7 仙台二高 伊東 怜菜  6-4  
  小鴨 愛可  

8 F78381 仙台育英 小鴨 愛可 6-1   
   下原 茉莉佳 

9 F78351 仙台育英 西山 理心  6-4  
  西山 理心  

10 東陵高 阿部 和奏 6-0   
   髙橋 唯 

11 東陵高 菅原 菖  6-3  
  髙橋 唯  

12 F78383 エムズTP 髙橋 唯   
   下原 茉莉佳 

13 F78314 泉館山高 佐藤 亜美  6-3  
  佐藤 亜美  

14 仙台三高 米田 奈穂 6-0   
   下原 茉莉佳 

15 仙台三高 西山 日菜  6-1  
  下原 茉莉佳  

16 F78352 仙台育英 下原 茉莉佳 6-0  

順位 3-4 小鴨 愛可  

 小鴨 愛可 

髙橋 唯 6-3  

 
順位 5-8 梅谷 美伶  

 橋野 優樹 
橋野 優樹 6-0   
  橋野 優樹 
西山 理心  6-4  
 佐藤 亜美  
佐藤 亜美 6-3  

  
順位 7-8 梅谷 美伶  

 西山 理心 
西山 理心 6-3  
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登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R QF SF Final 
M177588 仙台二高 井上 竜之介  

1 M177568 仙台二高 川田 歩輝 井上 竜之介 
川田 歩輝 

2   Bye  井上 竜之介 
 仙台二高 垣見 洸征  川田 歩輝 

3  仙台二高 生駒 唯斗 菊地 梨王 6-2  
 気仙沼向洋高 菊地 梨王 阿部 要  

4  気仙沼向洋高 阿部 要 7-6(3)  井上 竜之介 
 利府高 上野 誠太  川田 歩輝 

5  利府高 大津 栃 上野 誠太 6-1  
 石巻高 渡邊 隆仁 大津 栃  

6 M161374 石巻高 鈴木 来哉 6-0  佐藤 勇人 
 気仙沼高 及川 佳衣斗  金谷 明汰 

7 M177628 気仙沼高 小野寺 侃人 佐藤 勇人 6-0  
M78338 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 勇人 金谷 明汰  

8 M78339 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 金谷 明汰 6-0  一戸 秀生 
M161315 仙台三高 川元 大知  下村 凌太朗 

9 M161348 仙台三高 能登谷 陵 川元 大知 6-4  
M177627 名取北高 大久保 柊平 能登谷 陵  

10 M177586 名取北高 渡辺 大翔 6-3  川元 大知 
 仙台向山高 伊藤 和陽  能登谷 陵 

11  仙台向山高 及川 陽大 三浦 由暉 6-2  
 聖和学園 三浦 由暉 大友 柊哉  

12  聖和学園 大友 柊哉 6-3  一戸 秀生 
M161249 東北学院高 後藤 大智  下村 凌太朗 

13  東北学院高 熊井 爽斗 後藤 大智 6-3  
M177583 加美農業高 松盛 賢 熊井 爽斗  

14 M177552 加美農業高 渡辺 慧 6-0  一戸 秀生 
M161347 富谷高 二瓶 槙  下村 凌太朗 

15 M161229 富谷高 塩谷 隆文 一戸 秀生 6-1  
M147940 仙台育英 一戸 秀生 下村 凌太朗  

16 M75485 仙台育英 下村 凌太朗 w.o. 今井 勇貴 
 駒田 大地 

17 Bye 本田 優二郎 8-5  
 東北学院高 本田 優二郎 渡部 成  

18 M161342 東北学院高 渡部 成  本田 優二郎 
 宮城第一高 土屋 龍生  渡部 成 

19  宮城第一高 長野 颯太 中山 拓海 6-2  
M161332 仙台向山高 中山 拓海 小田 晴己  

20 M161286 仙台向山高 小田 晴己 6-2  今野 寛太 
M161264 東北高 佐藤 蒼惟  本間 龍 

21 M161208 東北高 阿部 己太郎 佐藤 蒼惟 7-6(2)  
M177540 仙台城南高 菅原 謙 阿部 己太郎  

22  仙台城南高 阿部 夢叶 6-0  今野 寛太 
M177551 東北学院高 牧野 怜生  本間 龍 

23 M161349 東北学院高 白井 雄斗 今野 寛太 6-3  
M161256 東陵高 今野 寛太 本間 龍  

24 M161364 東陵高 本間 龍 6-0  今井 勇貴 
M177681 オレンジ フィールド 川本 航暉  駒田 大地 

25 M147965 オレンジ フィールド 横山 瑛大 川本 航暉 6-3  
 仙台二高 小倉 悠樹 横山 瑛大  

26  仙台二高 工藤 優維 6-0  川本 航暉 
 多賀城高 峪 弥里  横山 瑛大 

27 M177674 多賀城高 末永 英大 佐藤 拓海 6-0  
M161266 東北学院高 佐藤 拓海 田村 健太  

28 M177591 仙台育英 田村 健太 6-2  今井 勇貴 
 仙台東高 中城 真慧  駒田 大地 

29 M177527 仙台東高 丹波 功汰 中城 真慧 6-4  
 多賀城高 根本 幹大 丹波 功汰  

30  多賀城高 相澤 秀綾 6-0  今井 勇貴 
    駒田 大地 

31   Bye 今井 勇貴 6-2  
M148097 ウイニングショット 今井 勇貴 駒田 大地  

32 M148040 ウイニングショット 駒田 大地  三浦 怜央 



M129494 東陵高 石井 智樹  佐藤 颯基 

33 M147601 東陵高 齋藤 優真 石井 智樹 8-0  

   齋藤 優真  

34   Bye  石井 智樹 

 宮城第一高 新沼 孝高  齋藤 優真 

35  宮城第一高 鈴木 開公 佐々木 幹基 6-0  

M177643 名取北高 佐々木 幹基 瀬田川 郁斗  

36 M177605 名取北高 瀬田川 郁斗 6-3  石井 智樹 

 仙台二高 藤原 友弥  齋藤 優真 

37  仙台二高 高岡 隆作 藤原 友弥 6-1  

M177595 気仙沼高 千葉 琉雅 高岡 隆作  

38  気仙沼高 小野寺 颯太郎 7-5  石川 悟 

 宮城第一高 佐藤 千洋  藤田 鼓汰朗 

39  宮城第一高 髙橋 瑠維 石川 悟 6-1  

M161311 利府高 石川 悟 藤田 鼓汰朗  

40 M148604 利府高 藤田 鼓汰朗 6-1  石井 智樹 

 仙台高専名取C 羽鳥 慶  齋藤 優真 

41 M161378 仙台高専名取C 髙橋 宙斗 林 優斗 6-1  

M161369 東陵高 林 優斗  高橋 幸汰  

42 M161251 東陵高 高橋 幸汰 6-1  林 優斗 

M177525 気仙沼向洋高 畠山 瑠偉  高橋 幸汰 

43 M177672 気仙沼向洋高 菅原 伊織 畠山 瑠偉 6-3  

M161357 仙台三高 美山 柊大 菅原 伊織  

44 M161255 仙台三高 高木 陸斗 7-5  照井 晃太 

 黒川高 瀬野尾 翔真  甲川 和紀 

45  加美農業高 野辺 拓也 瀬野尾 翔真 6-1  

 仙台三高 樅山 友哉 野辺 拓也  

46  仙台三高 武田 卓士 6-3  照井 晃太 

 気仙沼高 村上 雄大  甲川 和紀 

47  気仙沼高 泉 虎太朗 照井 晃太 6-1  

M78424 東北学院高 照井 晃太 甲川 和紀  

48 M78435 東北学院高 甲川 和紀 6-0  三浦 怜央 

M177650 仙台二高 佐藤 央進  佐藤 颯基 

49 M177521 仙台二高 菅野 了寛 佐藤 央進 8-3  

 仙台一高 今村 凌也 菅野 了寛  

50  仙台一高 筒井 脩 6-0  佐藤 央進 

 東北学院高 坂本 尚汰  菅野 了寛 

51  東北学院高 沖本 秀太 坂本 尚汰 6-0  

 仙台商業高 今井 蛍輔 沖本 秀太  

52  仙台商業高 松坂 泰輝 6-1  三宅 皐太 

0222913743 仙台一高 山中 英資  根津 圭佑 

53 M177603 仙台一高 黒澤 太一 山中 英資 6-1  

M177610 仙台三高 星山 直輝 黒澤 太一  

54  仙台三高 髙橋 優生 6-2  三宅 皐太 

M161233 仙台高専名取C 花見 優太朗  根津 圭佑 

55 M78394 仙台高専名取C 髙橋 明弥 三宅 皐太 6-0  

M78393 エムズTP 三宅 皐太 根津 圭佑  

56 M78371 仙台向山高 根津 圭佑 6-1  三浦 怜央 

M148457 More‐Tennis 大山 佳彦  佐藤 颯基 

57 M147913 ニューフロンティア 安藤 透真 大山 佳彦 6-3  

 富谷高 岩泉 和樹 安藤 透真  

58  富谷高 髙橋 慧 6-0  大山 佳彦 

 泉館山高 日塔 俊亮  安藤 透真 

59 M161305 泉館山高 清 颯斗 日塔 俊亮 6-4  

M161268 仙台向山高 佐藤 立樹 清 颯斗  

60  仙台向山高 坂本 匠之介 6-2  三浦 怜央 

 東北高 三浦 久人  佐藤 颯基 

61  東北高 林崎 光 柴田 賢二 6-0  

M161279 仙台商業高 柴田 賢二 若林 凜之介  

62 M161280 仙台商業高 若林 凜之介 6-3  三浦 怜央 

    佐藤 颯基 

63   Bye 三浦 怜央 6-0  

M78446 More‐Tennis 三浦 怜央 佐藤 颯基  

64 M78326 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 佐藤 颯基  勝者 



M78423 仙台育英 佐藤 聖璃  五十嵐 涼太 

65 M78433 仙台育英 渡部 怜和成 佐藤 聖璃 齋藤 駿斗 

M177524 気仙沼向洋高 佐藤 隼 渡部 怜和成 8-4  

66 M177537 気仙沼向洋高 吉田 恵佑 6-0  佐藤 聖璃 

M177668 多賀城高 小渡 啓介  渡部 怜和成 

67 M177667 多賀城高 磯島 颯斗 小渡 啓介 6-0  

 仙台商業高 千葉 一晴 磯島 颯斗  

68 M161250 仙台商業高 江刺 奏音 6-2  佐藤 聖璃 

M148230 ウイニングショット 酒井 虹音  渡部 怜和成 

69 M177688 ウイニングショット 阿部 悠太郎 寺澤 俊太 6-0  

 仙台二高 寺澤 俊太 村上 尚之  

70  仙台二高 村上 尚之 w.o. 佐藤 聖眞 

M177566 名取北高 塚 縁  松本 陸来 

71 M177619 名取北高 月舘 勇翔 佐藤 聖眞 6-1  

M148148 ニューフロンティア 佐藤 聖眞 松本 陸来  

72 M148307 仙台育英 松本 陸来 6-0  佐藤 聖璃 

M179420 東陵高 有賀 慧  渡部 怜和成 

73 M179415 東陵高 木原 翔生 有賀 慧 6-3  

M161327 仙台商業高 大野 一歩 木原 翔生  

74 M161295 仙台商業高 松井 太郎 6-0  有賀 慧 

 多賀城高 岩谷 蒼生  木原 翔生 

75  多賀城高 真島 京佑 加藤 樹 6-0  

 利府高 加藤 樹 千崎 洋  

76  利府高 千崎 洋 7-6(5)  山本 蓮 

 仙台三高 伊藤 匠汰  田島 楓馬 

77  仙台三高 相馬 颯斗 伊藤 匠汰 6-3  

 気仙沼向洋高 熊谷 拓海 相馬 颯斗  

78  気仙沼向洋高 芳賀 海岬 6-0  山本 蓮 

M177558 仙台二高 千葉 夏輝  田島 楓馬 

79 M177592 仙台二高 近藤 那音 山本 蓮 6-1  

M161275 東北学院高 山本 蓮 田島 楓馬  

80 M148514 東北学院高 田島 楓馬 6-0  五十嵐 涼太 

M78370 仙台向山高 八柳 翔空  齋藤 駿斗 

81 M78369 仙台育英 高木 裕矢 八柳 翔空 8-2  

M177675 東北学院高 加藤 大成 高木 裕矢  

82 M161291 東北学院高 小林 新 6-1  八柳 翔空 

 宮城第一高 佐々木 航太  高木 裕矢 

83  宮城第一高 青木 一将 佐藤 光晟 6-0  

M122386 仙台三高 佐藤 光晟 小向 楓人  

84  仙台三高 小向 楓人 6-1  八柳 翔空 

M161343 利府高 渡部 天馬  高木 裕矢 

85  利府高 高木 勇次 瀬倉 尚 6-1  

M161304 仙台向山高 瀬倉 尚 阿部 優都  

86 M161210 仙台向山高 阿部 優都 6-0  瀬倉 尚 

M177657 気仙沼向洋高 小野寺 智大  阿部 優都 

87 M177654 気仙沼向洋高 畠山 翔 小野寺 智大 6-0  

M161287 仙台三高 小田島 廉 畠山 翔  

88 M161272 仙台三高 山下 一輝 w.o. 五十嵐 涼太 

M78456 気仙沼高 佐藤 睦起  齋藤 駿斗 

89 M177549 気仙沼高 芳賀 郁斗 佐藤 睦起 6-0  

M177598 仙台高 田中 康陽 芳賀 郁斗  

90  仙台高 畠山 敬次 6-3  佐藤 睦起 

M172943 仙台高専名取C 丹野 洋祐  芳賀 郁斗 

91 M80455 仙台高専名取C 星 勇人 丹野 洋祐 6-4  

 仙台向山高 寒川 遙 星 勇人  

92  仙台向山高 菊地 悠斗 7-5  五十嵐 涼太 

M177543 仙台一高 佐藤 榛斗  齋藤 駿斗 

93  仙台一高 本郷 朋希 佐藤 榛斗 6-0  

 仙台向山高 佐藤 龍太 本郷 朋希  

94  仙台向山高 福島 悠生 6-1  五十嵐 涼太 

    齋藤 駿斗 

95   Bye 五十嵐 涼太 6-0  

M78375 ウイニングショット 五十嵐 涼太 齋藤 駿斗  

96 M78372 仙台育英 齋藤 駿斗  五十嵐 涼太 



M78332 仙台一高 守屋 志彦  齋藤 駿斗 

97 M161297 仙台一高 松田 悠希 守屋 志彦 8-4  

松田 悠希  

98   Bye  守屋 志彦 

M148171 東北学院高 佐伯 新  松田 悠希 

99  東北学院高 小野 楓真 佐伯 新 6-0  

 気仙沼高 村上 宗太 小野 楓真  

100  気仙沼高 梶原 叶多 6-2  五十嵐 昊也 

 多賀城高 卯月 翔晃  工藤 新 

101  多賀城高 大島 航季 早川 侑希 6-1  

 仙台東高 早川 侑希 鈴木 翔太  

102 M177655 仙台東高 鈴木 翔太 6-1  五十嵐 昊也 

 仙台二高 岩田 陸斗  工藤 新 

103  仙台二高 湯澤 龍太郎 五十嵐 昊也 6-1  

M78377 ウイニングショット 五十嵐 昊也 工藤 新  

104 M148062 ウイニングショット 工藤 新 6-1  佐藤 成恭 

M78378 ウイニングショット 小堤 慶太  濵﨑 爽 

105 M78343 ウイニングショット 石川 楓 小堤 慶太 6-1  

 泉館山高 福村 基 石川 楓  

106 M177519 泉館山高 高橋 喜元 6-0  小堤 慶太 

 東陵高 鈴木 悠真  石川 楓 

107  東陵高 鈴木 颯真 吉田 峻 6-0  

M177534 仙台東高 吉田 峻 松本 遥人  

108 M177644 仙台東高 松本 遥人 6-1  佐藤 成恭 

M177673 仙台東高 齋藤 優成  濵﨑 爽 

109 M177671 仙台東高 齋藤 慎之佑 齋藤 優成 6-2  

M179410 仙台商業高 鈴木 大和 齋藤 慎之佑  

110 M161254 仙台商業高 高橋 颯太 6-3  佐藤 成恭 

M179400 東陵高 佐藤 榛  濵﨑 爽 

111 M179419 東陵高 遠藤 優太 佐藤 成恭 6-0  

M78373 宮城第一高 佐藤 成恭 濵﨑 爽  

112  仙台三高 濵﨑 爽 6-2  小堤 康太郎 

M77819 東北学院高 國府 尊仁  阿部 倫大 

113 M78404 東北学院高 野中 友貴 國府 尊仁 8-1  

M177529 名取北高 小笠原 晃汰 野中 友貴  

114 M177670 名取北高 渋谷 輝 6-0  國府 尊仁 

M161294 仙台三高 庄司 多聞  野中 友貴 

115 M161226 仙台三高 遠藤 星汰 伊藤 貴弥 6-0  

M177629 泉館山高 伊藤 貴弥 鈴木 快  

116  泉館山高 鈴木 快 w.o. 國府 尊仁 

M177550 気仙沼高 中島 恭佑  野中 友貴 

117 M177663 気仙沼高 小野寺 凜生 中島 恭佑 6-3  

M161314 石巻高 千葉 絢心 小野寺 凜生  

118 M161323 石巻高 大磯 秀知 6-0  中島 恭佑 

M161262 富谷高 佐藤 昂希  小野寺 凜生 

119 M161288 富谷高 小野寺 晃士 鈴木 拓海 7-6(2)  

M78426 東北高 鈴木 拓海 須藤 大貴  

120 M161300 東北高 須藤 大貴 6-0  小堤 康太郎 

M161363 利府高 北村 優登  阿部 倫大 

121 M161247 利府高 原 怜我 北村 優登 6-2  

 宮城第一高 引地 陸人 原 怜我  

122  宮城第一高 清野 晃人 6-0  北村 優登 

M177604 気仙沼高 熊谷 光晟  原 怜我 

123 M148577 気仙沼高 畠山 尚也 熊谷 光晟 7-5  

 多賀城高 星 大夢 畠山 尚也  

124  多賀城高 金沢 雄太 6-0  小堤 康太郎 

 宮城第一高 片山 太遥  阿部 倫大 

125  宮城第一高 高橋 盛雅 片山 太遥 6-0  

 仙台商業高 大杉 悠斗 高橋 盛雅  

126  仙台商業高 岡村 琉貴 6-0  小堤 康太郎 

    阿部 倫大 

127   Bye 小堤 康太郎 6-0  

 仙台三高 小堤 康太郎 阿部 倫大  

128 M78323 仙台三高 阿部 倫大  



   

   今井 勇貴 

  順位 3-4 駒田 大地 小堤 康太郎 

  小堤 康太郎 阿部 倫大 

  阿部 倫大 6-0  

  一戸 秀生 

  順位 5-8 下村 凌太朗 石井 智樹 

  石井 智樹 齋藤 優真 

  齋藤 優真 6-1  石井 智樹 

  佐藤 聖璃  齋藤 優真 

  渡部 怜和成 佐藤 聖璃 6-2  

  佐藤 成恭 渡部 怜和成  

  濵﨑 爽 6-0  

    一戸 秀生 

  順位 7-8 下村 凌太朗 佐藤 成恭 

  佐藤 成恭 濵﨑 爽 

  濵﨑 爽 6-4  
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登録番号 所属団体 1R 2R 3R 4R QF SF Final 
F78352 仙台育英 下原 茉莉佳 

1 F78427 仙台育英 千葉 瑠子 下原 茉莉佳 
   千葉 瑠子 

2   Bye  下原 茉莉佳 
F177533 泉高 中野 はづき  千葉 瑠子 

3 F177665 泉高 錦織 七菜 小田島 慶 6-0  
 仙台三高 小田島 慶 髙橋 由衣  

4 F177613 仙台三高 髙橋 由衣 6-4  下原 茉莉佳 
    千葉 瑠子 

5   Bye 早坂 杏奈 6-0  
 中新田高 早坂 杏奈 高木 玲奈  

6  中新田高 高木 玲奈  佐藤 苺 
F179421 東陵高 佐藤 苺  鎌田 結衣 

7  東陵高 鎌田 結衣 佐藤 苺 w.o. 
 宮城第一高 浅田 光咲 鎌田 結衣  

8  宮城第一高 落合 琴香 6-0  下原 茉莉佳 

 榴ヶ岡高 工藤 もも  千葉 瑠子 

9  榴ヶ岡高 齊藤 あづ 工藤 もも 6-0  
   齊藤 あづ  

10   Bye  三浦 涼 
F179416 東陵高 三浦 涼  三浦 菜乃 

11 F161269 東陵高 三浦 菜乃 三浦 涼 w.o. 
   三浦 菜乃  

12   Bye  小倉 潤 
F177658 泉高 庄子 友紀乃  齋藤 詩織 

13 F177635 泉高 浅野 友那 庄子 友紀乃 6-4  
 宮城第一高 鈴木 里沙 浅野 友那  

14  宮城第一高 齋藤 あおい 6-4  小倉 潤 
    齋藤 詩織 

15   Bye 小倉 潤 6-2  

F161285 東陵高 小倉 潤 齋藤 詩織  

16 F161375 東陵高 齋藤 詩織  下原 茉莉佳 

F148651 ウイニングショット 野口 妃与里  千葉 瑠子 

17 F161373 ウイニングショット 鈴木 菜々 野口 妃与里 8-0  
   鈴木 菜々  

18   Bye  野口 妃与里 
 利府高 徳丸 凜音  鈴木 菜々 

19  利府高 鎌田 花菜 徳丸 凜音 6-0  
F161217 黒川高 伊藤 心花 鎌田 花菜  

20 F177632 黒川高 相澤 歩音 6-1  野口 妃与里 
    鈴木 菜々 

21   Bye 中川 広望 6-0  
F177666 仙台三高 中川 広望 長谷川 佳奈  

22 F177528 仙台三高 長谷川 佳奈  中川 広望 
    長谷川 佳奈 

23   Bye 佐藤 美羽 6-0  
F177639 泉高 佐藤 美羽 本名 百花  

24 F177560 泉高 本名 百花  佐藤 亜美 
F161260 石巻高 佐藤 ひより  近藤 綾香 

25  石巻高 小向 杏奈 佐藤 ひより 6-3  
   小向 杏奈  

26   Bye  中 美那紀 
F177564 仙台二高 福田 みちる  高橋 ほのか 

27  仙台二高 菅原 彩乃 中 美那紀 6-2  
F177615 仙台一高 中 美那紀 高橋 ほのか  

28 F177614 仙台一高 高橋 ほのか 6-3  佐藤 亜美 
 名取北高 阿部 心海  近藤 綾香 

29 F161308 名取北高 青木 姫花 阿部 心海 6-0  
 多賀城高 山田 愛理 青木 姫花  

30  多賀城高 熊田 侑莉 6-0  佐藤 亜美 
    近藤 綾香 

31   Bye 佐藤 亜美 6-1  

F78314 泉館山高 佐藤 亜美 近藤 綾香  

32 F78317 ダンロップ泉パークタウンＴＣ 近藤 綾香  下原 茉莉佳 



F78445 ウイニングショット 鈴木 梨愛  千葉 瑠子 

33 F147881 ウイニングショット 雪谷 麻紗 鈴木 梨愛 8-1  

   雪谷 麻紗  

34   Bye  鈴木 梨愛 

F177656 仙台二高 宮城 明日香  雪谷 麻紗 

35 F177532 仙台二高 齋藤 若菜 小野寺 翔子 6-0  

 東陵高 小野寺 翔子 熊谷 智音  

36  東陵高 熊谷 智音 6-3  鈴木 梨愛 

    雪谷 麻紗 

37   Bye 生出 栞那 6-0  

F161306 泉館山高 生出 栞那 高橋 夢來  

38 F161252 泉館山高 高橋 夢來  生出 栞那 

    高橋 夢來 

39   Bye 元井 幸 6-1  

 仙台向山高 元井 幸 永沼 彩夏  

40  仙台向山高 永沼 彩夏  鈴木 梨愛 

F161232 宮城第一高 加藤 杏菜  雪谷 麻紗 

41 F161350 宮城第一高 畑田 奏実 加藤 杏菜 6-1  

   畑田 奏実  

42   Bye  加藤 杏菜 

F177630 仙台東高 山岡 碧  畑田 奏実 

43 F177587 仙台東高 阿部 れな 山岡 碧 6-4  

 名取北高 三品 愛香 阿部 れな  

44  名取北高 瀬戸 珠那 6-3  大沼 倖瑠 

    松本 爽那 

45   Bye 工藤 里紗 6-0  

F177676 仙台三高 工藤 里紗 松島 聖理奈  

46 F177660 仙台三高 松島 聖理奈  大沼 倖瑠 

    松本 爽那 

47   Bye 大沼 倖瑠 6-3  

F78379 名取北高 大沼 倖瑠 松本 爽那  

48 F78384 エムズTP 松本 爽那  鈴木 梨愛 

F78356 仙台三高 米田 奈穂  雪谷 麻紗 

49 F177538 仙台三高 西山 日菜 米田 奈穂 8-1  

   西山 日菜  

50   Bye  米田 奈穂 

F177578 気仙沼高 村上 真優  西山 日菜 

51  気仙沼高 鈴木 風花 村上 真優 6-1  

 仙台高 佐治 莉音 鈴木 風花  

52  仙台高 加藤 紗 w.o. 米田 奈穂 

F179413 東陵高 伊藤 鈴々花  西山 日菜 

53 F179417 東陵高 鈴木 愛佳 伊藤 鈴々花 6-1  

 利府高 丹野 彩翔 鈴木 愛佳  

54  利府高 古関 舞菜 6-1  吉原 果倫 

    小島 蒼依 

55   Bye 吉原 果倫 3-6  

F177539 仙台東高 吉原 果倫 小島 蒼依  

56 F177640 仙台東高 小島 蒼依  米田 奈穂 

 仙台高 千葉 楓華  西山 日菜 

57  仙台高 小島 華 千葉 楓華 7-5  

   小島 華  

58   Bye  平内 真心 

 仙台一高 平内 真心  田村 優雛 

59  仙台一高 田村 優雛 平内 真心 6-4  

   田村 優雛  

60   Bye  梅谷 美伶 

F177662 宮城第一高 笹原 可鈴  髙橋 瑠奈 

61 F161361 宮城第一高 芳賀 可奈子 上原 梨沙 6-1  

F177647 仙台南高 上原 梨沙 渡邉 真菜花  

62 F177575 仙台南高 渡邉 真菜花 6-2  梅谷 美伶 

    髙橋 瑠奈 

63   Bye 梅谷 美伶  

F78442 仙台高専名取C 梅谷 美伶 髙橋 瑠奈  

64 F161379 名取北高 髙橋 瑠奈  



F78381 仙台育英 小鴨 愛可  勝者

65 F78383 エムズTP 髙橋 唯 小鴨 愛可 下原 茉莉佳 

   髙橋 唯 千葉 瑠子 

66   Bye  小鴨 愛可 8-3  

F177645 仙台南高 川村 梓恩  髙橋 唯 

67 F177607 仙台南高 熊谷 百花 川村 梓恩 6-1  

 中新田高 工藤 凜々 熊谷 百花  

68  中新田高 酒井 愛菜 6-2  小鴨 愛可 

F177637 仙台三高 加藤 愛佳  髙橋 唯 

69  仙台三高 黒瀧 結子 加藤 愛佳 w.o. 

 仙台二高 安藤 葵 黒瀧 結子  

70  仙台二高 熊谷 真裕奈 6-2  佐藤 美桜 

    小原 遥奈 

71   Bye 佐藤 美桜 6-4  

F177584 仙台三高 佐藤 美桜 小原 遥奈  

72 F177526 仙台三高 小原 遥奈  小鴨 愛可 

F161334 黒川高 中川 莉音  髙橋 唯 

73 F177791 黒川高 遠山 杏華 中川 莉音 w.o. 

   遠山 杏華  

74   Bye  咲間 優菜 

 宮城学院高 咲間 優菜  滝澤 真子 

75  宮城学院高 滝澤 真子 咲間 優菜 6-2  

 仙台南高 櫻井 まや 滝澤 真子  

76  仙台南高 貝山 明音 6-1  佐藤 喜都 

    前原 千遥 

77   Bye 大間知 心海 6-3  

 泉館山高 大間知 心海 橘 美那  

78  泉館山高 橘 美那  佐藤 喜都 

    前原 千遥 

79   Bye 佐藤 喜都 6-0  

F161261 宮城第一高 佐藤 喜都 前原 千遥  

80 F148419 宮城第一高 前原 千遥  橋野 優樹 

F177581 仙台二高 伊東 怜菜  西山 理心 

81 F177570 仙台二高 郡山 七奈 伊東 怜菜 8-6  

   郡山 七奈  

82   Bye  伊東 怜菜 

F177554 泉高 コービー 夏希　タリア  郡山 七奈 

83 F177522 泉高 水原 楓 コービー 夏希　タリア 6-0  

   水原 楓  

84   Bye  菅原 菖 

 多賀城高 田邊 結菜  阿部 和奏 

85 F177563 多賀城高 竹下 くるみ 菅原 菖 6-4  

F161302 東陵高 菅原 菖 阿部 和奏  

86 F161211 東陵高 阿部 和奏 6-0  菅原 菖 

    阿部 和奏 

87   Bye 小野寺 海珠 6-0  

F81043 仙台高 小野寺 海珠 岩淵 ゆら  

88  仙台高 岩淵 ゆら  橋野 優樹 

 仙台東高 吉野 凜  西山 理心 

89  仙台東高 山本 楓乃音 吉野 凜 6-0  

 多賀城高 井坂 美遥 山本 楓乃音  

90  多賀城高 豊若 凛 6-4  吉野 凜 

F177669 仙台一高 姉帯 心春  山本 楓乃音 

91 F177625 仙台一高 飯淵 友理 姉帯 心春 6-3  

   飯淵 友理  

92   Bye  橋野 優樹 

 仙台一高 大西 果歩  西山 理心 

93  仙台一高 田中 優帆 村山 綾菜 6-0  

F177608 多賀城高 村山 綾菜 蔦 ななみ  

94  多賀城高 蔦 ななみ 6-3  橋野 優樹 

    西山 理心 

95   Bye 橋野 優樹 6-0  

F78441 仙台育英 橋野 優樹 西山 理心  

96 F78351 仙台育英 西山 理心  夜野 光莉 



F78431 R-PROJECT 大山 藍  早坂 来麗愛 

97 F148442 ニューフロンティア 小堀 歩乃佳 大山 藍  

   小堀 歩乃佳  

98   Bye  大山 藍 

 泉高 今野 愛海  小堀 歩乃佳 

99  泉高 田口 結衣 今野 愛海 6-0  

   田口 結衣  

100   Bye  大山 藍 

 仙台育英 横山 茉南  小堀 歩乃佳 

101 F78353 仙台育英 瀬川 灯 横山 茉南 6-0  

F177510 泉高 佐藤 光希 瀬川 灯  

102 F179411 泉高 庄司 めぐり 6-0  石川 彩美 

    若狭 葉月輝 

103   Bye 石川 彩美 7-5  

F179418 東陵高 石川 彩美 若狭 葉月輝  

104  東陵高 若狭 葉月輝  大山 藍 

F78316 泉高 友納 萌香  小堀 歩乃佳 

105 F148567 泉高 柏木 南波 友納 萌香 6-1  

   柏木 南波  

106   Bye  友納 萌香 

 仙台東高 堺 千瑛里  柏木 南波 

107  仙台東高 針生 彩花 相澤 葉弥 6-0  

 仙台高 相澤 葉弥 舘向　 真央  

108  仙台高 舘向　 真央 6-1  宇田 芽衣 

F177573 多賀城高 千葉 真央  長内 菜々美 

109 F177631 多賀城高 高橋 麻深 長田 梨菜 7-6(3)  

F177612 気仙沼向洋高 長田 梨菜 高橋 瑠菜  

110 F177638 気仙沼向洋高 高橋 瑠菜 6-0  宇田 芽衣 

    長内 菜々美 

111   Bye 宇田 芽衣 6-1  

F161222 ウイニングショット 宇田 芽衣 長内 菜々美  

112 F161337 ウイニングショット 長内 菜々美  夜野 光莉 

F161223 名取北高 永岡 うの  早坂 来麗愛 

113 F161377 名取北高 舩山 留菜 永岡 うの 8-3  

   舩山 留菜  

114   Bye  永岡 うの 

 利府高 宮窪 花彩子  舩山 留菜 

115  利府高 慶長 奈々 宮窪 花彩子 6-1  

   慶長 奈々  

116   Bye  永岡 うの 

 中新田高 栁澤 実礼  舩山 留菜 

117  中新田高 栁澤 来美 佐藤 理桜 6-3  

F177520 仙台三高 佐藤 理桜 濱本 さやか  

118 F177659 仙台三高 濱本 さやか 6-2  髙橋 美憂 

    髙橋 芽衣 

119   Bye 髙橋 美憂 6-1  

 エムズTP 髙橋 美憂 髙橋 芽衣  

120 F148717 エムズTP 髙橋 芽衣  夜野 光莉 

 仙台南高 中野 響香  早坂 来麗愛 

121  仙台南高 吉田 乙葉 中野 響香 6-0  

   吉田 乙葉  

122   Bye  村﨑 はるか 

 仙台三高 村﨑 はるか  橋浦 優奈 

123  仙台三高 橋浦 優奈 村﨑 はるか 6-4  

   橋浦 優奈  

124   Bye  夜野 光莉 

F177556 仙台東高 百武 愛果  早坂 来麗愛 

125 F177594 仙台東高 菅野 真旺 大場 ゆきの 6-0  

 加美農業高 大場 ゆきの 桜井 結佳  

126 F179409 聖和学園 桜井 結佳 7-6(10)  夜野 光莉 

    早坂 来麗愛 

127   Bye 夜野 光莉 6-0  

F148649 ウイニングショット 夜野 光莉 早坂 来麗愛  

128 F148540 ウイニングショット 早坂 来麗愛  



   鈴木 梨愛 

  順位 3-4 雪谷 麻紗 鈴木 梨愛 

  橋野 優樹 雪谷 麻紗 

  西山 理心 8-3  

  佐藤 亜美 

  順位 5-8 近藤 綾香 佐藤 亜美 

  米田 奈穂 近藤 綾香 

  西山 日菜 6-0  小鴨 愛可 

  小鴨 愛可  髙橋 唯 

  髙橋 唯 小鴨 愛可 6-3  

  大山 藍 髙橋 唯  
小堀 歩乃佳 6-4  

  米田 奈穂 
順位 7-8 西山 日菜 大山 藍 

大山 藍 小堀 歩乃佳 
小堀 歩乃佳 6-1  


