
平成29年度関東学生テニス選手権大会
女子ダブルスエントリーリスト

氏名 大学名 氏名 大学名
本直1 上唯希 早稲田大学 大矢希 早稲田大学
本直2 反田茉鈴 慶應義塾大学 向井マリア 慶應義塾大学
本直3 押野紗穂 慶應義塾大学 村瀬早香 慶應義塾大学
本直4 細沼千紗 早稲田大学 清水映里 早稲田大学
本直5 金井綾香 早稲田大学 下地奈緒 早稲田大学
本直6 緑川由紀子 山梨学院大学 大嶺真緒 山梨学院大学
本直7 江代純菜 慶應義塾大学 西田奈生 慶應義塾大学
本直8 竹本琴乃 明治大学 宮田みほ 明治大学
二次上1 剱持梓 早稲田大学 森川菜花 早稲田大学
二次上2 今田愛香 青山学院大学 三角ゆりあ 青山学院大学
二次上3 熊谷ひかる 明治大学 齊藤佳帆 明治大学
二次上4 西里夏子 山梨学院大学 松本安莉 山梨学院大学
二次上5 辻紘子 早稲田大学 廣川真由 早稲田大学
二次上6 吉冨夢子 山梨学院大学 原口沙絵 山梨学院大学
二次上7 宮内梨奈 専修大学 鈴木葵 専修大学
二次上8 山添絵理 早稲田大学 大河真由 早稲田大学
二次上9 横川仁美 山梨学院大学 石野碧 山梨学院大学
二次上10 井上鈴袈 明治大学 福田志帆 明治大学
二次上11 浅山貴和子 立教大学 三井葉月 立教大学
二次上12 小松莉奈 東洋学園大学 林桃香 東洋学園大学
二次上13 高橋未来 立教大学 村橋舞 立教大学
二次上14 池田月 日本大学 力石優衣 日本大学
二次上15 古川真実 駒沢大学 梶谷亜未 駒沢大学
二次上16 前田遥佳 日本体育大学 江尻美奈 日本体育大学
二次上17 根本咲菜 東洋学園大学 二宮歌保 東洋学園大学
二次上18 前田夢佳 日本大学 林和香那 日本大学
二次上19 助川峰理 早稲田大学 米原さくら 早稲田大学
二次上20 江見優生乃 法政大学 下地奈奈 法政大学
二次上21 其田桃子 青山学院大学 鈴木舞 青山学院大学
二次上22 長野あさか 法政大学 林彩子 法政大学
二次上23 朝倉菜月 亜細亜大学 中沢夏帆 亜細亜大学
二次上24 渡邉美雪 日本大学 野田凪葉 日本大学
二次下1 清水梨世 山梨学院大学 吉村暉 山梨学院大学
二次下2 城間安実 慶應義塾大学 山藤真帆 慶應義塾大学
二次下3 今村南 早稲田大学 倉持美穂 早稲田大学
二次下4 青木美映里 駒沢大学 福永雛乃 駒沢大学
二次下5 成田早紀 東京国際大学 輿石真奈 東京国際大学
二次下6 林夏鈴 専修大学 長島理子 専修大学
二次下7 窪田夏奈 立教大学 木村有希 立教大学
二次下8 岩田愛永 駒沢大学 日暮春香 駒沢大学
二次下9 東優花 立教大学 中山史織 立教大学
二次下10 菅萌々子 東洋大学 高岡佑衣 東洋大学
二次下11 渋沢遥 亜細亜大学 山口真琴 亜細亜大学
二次下12 太田香純 専修大学 吉原里佳奈 専修大学
二次下13 竹内あやか 法政大学 小松茉莉奈 法政大学
二次下14 相川貴子 立教大学 倉島愛 立教大学
二次下15 平形友香 東洋英和女学院大学山本久美子 東洋英和女学院大学
二次下16 東綾香 筑波大学 岩井真優 筑波大学
二次下17 杉浦佳代 専修大学 高橋楓 専修大学
二次下18 武田茉里香 日本大学 福田夏菜 日本大学
二次下19 芥川絵里 東海大学 岩井あみ 東海大学
二次下20 鈴木風咲 日本体育大学 北原千波 日本体育大学
二次下21 星野友希 東京農業大学 林和 東京農業大学
二次下22 小島野乃花 日本体育大学 宮道嘉連 日本体育大学
二次下23 江口琴音 日本体育大学 吉田彩 日本体育大学



二次下24 田中真子 慶應義塾大学 中村礼 慶應義塾大学
一次上1 小野瑞希 東洋学園大学 久保田彩夏 東洋学園大学
一次上2 後藤あおいこ 山梨学院大学 小田育歩 山梨学院大学
一次上3 塚越茉実 東洋大学 高木晴香 東洋大学
一次上4 木村優子 早稲田大学 山田菜津子 早稲田大学
一次上5 塩ノ谷未樹 駒沢大学 木部静 駒沢大学
一次上6 高橋唯 青山学院大学 鈴木南穂 青山学院大学
一次上7 澁谷美有 東洋学園大学 青木菜奈 東洋学園大学
一次上8 甘利美咲 東京農業大学 大川雪菜 東京農業大学
一次上9 福井景子 山梨学院大学 安部有紗 山梨学院大学
一次上10 西村渚沙 山梨学院大学 成田彩夏 山梨学院大学
一次上11 苅谷紅瑠美 日本体育大学 野口安香里 日本体育大学
一次上12 服部美菜 法政大学 清水美伽 法政大学
一次上13 鶴岡美咲 早稲田大学 野崎真帆 早稲田大学
一次上14 星野ひかる 日本女子体育大学興津茂枝 日本女子体育大学
一次上15 吉田栞菜 東京農業大学 川田真夕 東京農業大学
一次上16 千村もも花 筑波大学 並木友花 筑波大学
一次上17 武井祐子 日本大学 中村よし乃 日本大学
一次上18 羽澤未宥 駒沢大学 内田葉土希 駒沢大学
一次上19 伊達芽依 亜細亜大学 山村寿莉 亜細亜大学
一次上20 河村美咲 山梨学院大学 長野瑞季 山梨学院大学
一次上21 大川璃沙 東京国際大学 加藤朱音 東京国際大学
一次上22 尾越美里 東京女子体育大学鈴木春佳 東京女子体育大学
一次上23 岩舘百香 明海大学 川口真弥 明海大学
一次上24 加藤美怜 東海大学 江口琴音 東海大学
一次上25 渡辺安美 駒沢大学 岩本奈都季 駒沢大学
一次上26 高橋里佳 専修大学 坂本はな 専修大学
一次上27 ムナスィンガ莉奈東洋学園大学 澁谷有紀乃 東洋学園大学
一次上28 大澤真琳 山梨学院大学 初沢真央 山梨学院大学
一次上29 宮田あやか 法政大学 大森祐里 法政大学
一次上30 榊原光 東洋英和女学院大学真壁美希 東洋英和女学院大学
一次上31 菅谷理乃 筑波大学 菅原百合香 筑波大学
一次上32 幸田涼音 青山学院大学 渡辺理子 青山学院大学
一次上33 森日菜子 立教大学 吉川千晶 立教大学
一次上34 中村さやか 聖心女子大学 名村彩 聖心女子大学
一次上35 堀内優希 東京大学 野中光 東京大学
一次上36 佐藤歩 東京国際大学 渡辺樹里 東京国際大学
一次上37 芳地美和 日本体育大学 吉岡沙恵 日本体育大学
一次上38 金澤あすみ 専修大学 衛藤佳奈 専修大学
一次上39 本多由芽 明治大学 川上真由 明治大学
一次上40 大谷莉加 東京学芸大学 小林万里香 東京学芸大学
一次上41 川田実央 順天堂大学 鈴木菜摘 順天堂大学
一次上42 増田舞優乃 東京農業大学 永吉舞香 東京農業大学
一次上43 高橋樹里 文教大学 縫田由佑 文教大学
一次上44 中山日々紀 学習院大学 中原彩子 学習院大学
一次上45 嶋田夏紀 学習院大学 八田佳子 学習院大学
一次上46 ?橋千紘 東海大学 橋口汐里 東海大学
一次上47 北島有澄香 立教大学 高柳麗香 立教大学
一次上48 大石真珠美 早稲田大学 藤原早気 早稲田大学
一次下1 森麻里奈 成城大学 高山佳純 成城大学
一次下2 関谷里佳子 日本体育大学 小田爽佳 日本体育大学
一次下3 藤原梨花 聖心女子大学 板橋彩 聖心女子大学
一次下4 細谷いずみ 東洋大学 山岸明日香 東洋大学
一次下5 沓名舞子 東京国際大学 中舘夏美 東京国際大学
一次下6 日下まりな 日本女子体育大学瀧本真由 日本女子体育大学
一次下7 金山菜々 駒沢大学 森島優 駒沢大学
一次下8 佐藤望和 東洋大学 丸山知紗 東洋大学
一次下9 山田恵璃 東洋学園大学 田村妃菜 東洋学園大学
一次下10 八田晴子 慶應義塾大学 長瀬汐里 慶應義塾大学



一次下11 青木夏恵 文教大学 川浪葵 文教大学
一次下12 内藤芽生 横浜国立大学 森友萌 横浜国立大学
一次下13 井上若菜 慶應義塾大学 平野聡美 慶應義塾大学
一次下14 中野愛 学習院大学 金澤璃樹 学習院大学
一次下15 江崎希海 明治大学 野村わかな 流通経済大学
一次下16 八幡まちこ 亜細亜大学 高橋もも 亜細亜大学
一次下17 藤田真帆 お茶の水女子大学遠藤梨央 お茶の水女子大学
一次下18 中村ひかる 筑波大学 ?橋聖奈 筑波大学
一次下19 柿澤明里 日本大学 板谷里音 日本大学
一次下20 川口柚 立教大学 小島梨々華 立教大学
一次下21 板垣惠美里 慶應義塾大学 岡田優 慶應義塾大学
一次下22 金山晴菜 明治大学 吉田百花 明治大学
一次下23 加治成美 専修大学 丸岡亜美 専修大学
一次下24 松川咲蘭 明海大学 佐々木晴香 明海大学
一次下25 寺井夏実 明治学院大学 鴨志田美鈴 明治学院大学
一次下26 安田佳乃子 東京外国語大学中野郁 東京外国語大学
一次下27 及川光季 明星大学 島崎蘭子 明星大学
一次下28 新保里花子 東京女子体育大学福澤のどか 東京女子体育大学
一次下29 渡邊静流 東京国際大学 畑玲那 東京国際大学
一次下30 千葉南奈 青山学院大学 太田夏菜子 青山学院大学
一次下31 白花翔子 東洋英和女学院大学大貫未侑 東洋英和女学院大学
一次下32 坂下華子 東洋英和女学院大学瀬古真理愛 東洋英和女学院大学
一次下33 加部栞 成城大学 猪崎風花 成城大学
一次下34 三輪早彩 上智大学 石橋美波 上智大学
一次下35 森平芹奈 文教大学 鈴木菜津美 文教大学
一次下36 粉川友花 聖心女子大学 新部由紀子 聖心女子大学
一次下37 谷内愛加 東京国際大学 戸塚希美 東京国際大学
一次下38 刈屋朱音 東京女子体育大学清水美穂 東京女子体育大学
一次下39 大橋莉子 上武大学 松井南美 上武大学
一次下40 當間あや 東海大学 長谷川莉緒 東海大学
一次下41 吉村玲子 東海大学 山本弥輝 東海大学
一次下42 藤原遥子 一橋大学 佐野美佳 一橋大学
一次下43 廿楽眞子 一橋大学 田中萌 一橋大学
一次下44 北村紗香 山梨学院大学 大西なぎさ 早稲田大学
一次下45 坂本理紗 山梨学院大学 五味詩穂 山梨学院大学
一次下46 永瀬麻衣 山梨学院大学 神保萌衣 山梨学院大学
一次下47 山口美槻 山梨学院大学 武藤やよい 山梨学院大学
一次下48 平井麻里菜 文教大学 田積里沙 文教大学

市橋里紗 慶應義塾大学 波多野梨花 慶應義塾大学
小川美穂 横浜国立大学 藤田夏菜子 横浜国立大学
福原聖子 東京学芸大学 矢野瑞季 東京学芸大学
楠田恵 一橋大学 大久保瑠衣 一橋大学
四宮早恵 一橋大学 大山桃奈 一橋大学
有賀瀬菜 明海大学 渡邉茉奈 明海大学
森川美穂 日本体育大学 中西麻美 日本体育大学
澤田裕里 法政大学 吉田あおい 法政大学
松永夏帆 日本体育大学 高田空 日本体育大学
原田花 聖心女子大学 野村美由璃 聖心女子大学
田形唯乃 國學院大學 小西日向子 國學院大學
櫻山和子 早稲田大学 澤田実梨 早稲田大学
澤口麻里 日本女子体育大学中村真穂 日本女子体育大学
中村瑛莉香 東海大学 河本鈴香 東海大学
小泉暁子 学習院大学 常盤佳那 学習院大学
伊藤絵玲菜 東洋学園大学 渡部亜耶乃 東洋学園大学
飯田飛鳥 創価大学 田野井ひかる創価大学
齋藤結夏 武蔵大学 渡辺結衣 武蔵大学
杉山千保美 成蹊大学 佐藤未有 成蹊大学
眞田楓 東京大学 森谷文香 東京大学
江良水晶 東京大学 鎌田麻衣子 東京大学



?橋岬希 一橋大学 久野梨那 一橋大学
伊藤真子 明星大学 伊藤智美 明星大学
佐藤菜摘 文教大学 田原里奈 文教大学
東弓佳 学習院大学 内田早紀 学習院大学
近郷桃子 亜細亜大学 佐藤葵 亜細亜大学
俣賀瑞希 日本大学 橘薫乃 日本大学
大西沙依 亜細亜大学 李淑玲 亜細亜大学
冨川紗貴 東洋学園大学 木村希 東洋学園大学
鈴木理沙 成蹊大学 原茉友花 成蹊大学
渋沢百香 日本女子体育大学鈴木南帆 日本女子体育大学
橋本成葉 東京国際大学 尾藤安美 東京国際大学
大賀友希絵 創価大学 小堤綾香 創価大学
下村奏実 國學院大學 河村知華 國學院大學
大槻優香 神奈川大学 関根萌 神奈川大学
大塚美嵯子 東京大学 西村萌 東京大学
白井美桜 東海大学 木下瑠萌 東海大学
粕川裕佳 上智大学 檜山佳歩 上智大学
杉田葵 立教大学 中西萌夏 立教大学
小野寺愛奈 東京国際大学 伊藤早希 東京国際大学
齋須彩夏 日本大学 寺田愛実 日本大学
藤巻友里 茨城大学 芳賀望美 茨城大学
田村佳穂 茨城大学 山口輝 茨城大学
小見山晏奈 東京国際大学 今野亜美 東京国際大学
塚本恭子 学習院大学 両羽雪菜 学習院大学
原田裕加 大東文化大学 鈴木玲亜 大東文化大学
矢島綾菜 横浜国立大学 佐藤稚 横浜国立大学
島村瞳 武蔵大学 安藤七海 武蔵大学
市川優花 順天堂大学 関美琴 順天堂大学
裁万璃美 日本体育大学 長尾佳那子 日本体育大学
下高原汐理 武蔵大学 木村奈央 武蔵大学
大澤伶奈 聖心女子大学 高柳美佳子 聖心女子大学
村尾美帆 東京外国語大学丸屋直美 東京外国語大学
石原美緒子 一橋大学 鈴木麻友 国士舘大学
飛高心 文教大学 入澤真帆 文教大学
田中友里香 國學院大學 住澤綾香 國學院大學
益子裕代 成蹊大学 武田理恵 成蹊大学
日笠朋美 千葉大学 蛯原遥海 千葉大学
岩崎璃優 東洋英和女学院大学西村彩織 東洋英和女学院大学
白水有紀 國學院大學 武田梨奈 國學院大學
能崎真綾 横浜市立大学 馬場みのり 横浜市立大学
大迫彩愛 東京外国語大学小野愛細 東京外国語大学
高田ゆり彩 文教大学 岩佐萌花 文教大学
西田奈央 東京外国語大学田中真里奈 東京外国語大学
亀山ちひろ 東京外国語大学池上有咲 東京外国語大学
松岡あかり 横浜市立大学 大野詩織 横浜市立大学
白石鼓野呼 工学院大学 倉掛真衣 東京電機大学
武井萌子 高崎市立高崎経済大学高橋京 高崎市立高崎経済大学
岡奈緒実 東京女子大学 湯淺涼帆 東京女子大学
瀧萌香 東京外国語大学我妻みずき 東京外国語大学
崎村彩加 亜細亜大学 川村周子 亜細亜大学
鈴木ひかる 武蔵大学 佐野薫 武蔵大学
加藤穂乃佳 日本女子体育大学真鍋葵 日本女子体育大学
寺澤恵里香 茨城大学 許智佳 茨城大学
澤本あかり 上智大学 陶山ななみ 東京外国語大学
玉木敬子 一橋大学 前田樹乃 一橋大学
岡村美歩 東京学芸大学 戸倉美希 東京学芸大学
天田すみれ 学習院大学 寺沢希 学習院大学
肱岡幸奈 國學院大學 加藤真唯 國學院大學
高橋由香里 文教大学 小出奈緒 文教大学



鳥居真由 一橋大学 三村優芽子 一橋大学
宇賀神佑子 國學院大學 成嶋麗捺 國學院大學
吉田裕美子 青山学院大学 黒川美夢 東京国際大学
蝦名柚乃 筑波大学 小豆畑牧子 筑波大学
栗村愛 一橋大学 大西菜々子 一橋大学
畦川れいら 一橋大学 大谷英里奈 一橋大学
河合桃香 東京理科大学 赤平紗貴子 東京理科大学
工藤果穂 武蔵大学 木澤七海 武蔵大学
黒澤恵美 茨城大学 宇治英里佳 茨城大学
田中佑季 成城大学 鈴木菜々 成城大学
鈴木友梨 上智大学 中田陽奈子 上智大学
高橋佑里子 お茶の水女子大学福田恵美 お茶の水女子大学
戸田舞花 明治学院大学 宮武奈央 明治学院大学
坂本さくら 東京外国語大学永井ひかり 東京外国語大学
齋藤真優子 関東学院大学 小池優花 関東学院大学
大村千乃 慶應義塾大学 望月菜々子 慶應義塾大学
加藤玲奈 桜美林大学 山中愛弓 桜美林大学
石川三菜美 日本女子大学 後藤淑恵 日本女子大学
片岡奈那美 帝京大学 荻原瑠衣 帝京大学
野村せりな 東洋学園大学 小宮萌 東洋学園大学
春聡子 国際基督教大学五木田南 国際基督教大学
金井あおい 東京国際大学 吉原暖乃 東京国際大学
庄崎梓 東洋学園大学 谷雪月 駒沢大学
水野加奈子 独協大学 高村優理 独協大学
加賀彩夏 法政大学 吉田早希 法政大学
上田真里那 日本体育大学 森川奈穂 日本体育大学
奥平唯以 聖心女子大学 北里萌 法政大学
徳江風花 東京女子大学 加藤利奈子 東京女子大学
二ツ森萌乃 神奈川大学 八木絵里香 神奈川大学
谷野加奈 玉川大学 吉岡晴菜 玉川大学
中尾優里 玉川大学 武藤菜保子 玉川大学
森岡舞色 日本体育大学 渡邉詩穂 日本体育大学
國田有栞 筑波大学 渡邊咲希 筑波大学
深川智愛 国士舘大学 石井夏美 流通経済大学
下平彩絵 東京外国語大学鍛冶屋沙月 東京外国語大学
佐藤まりん 国際基督教大学南方彩賀 国際基督教大学
佐々木凜花 立教大学 山本理子 明治学院大学
田中彩純 明星大学 大胡結菜 東京学芸大学
丸山紗也加 東洋大学 芦澤香純 東洋大学
坂本夏日花 聖心女子大学 鈴木沙理 聖心女子大学
海老原梨沙 東京大学 渡辺こころ 東京大学
川瀬悠月 玉川大学 西川なつみ 玉川大学
高村真悠子 東京大学 西野桃子 東京大学
川上美幸 東京女子大学 岸井結実子 東京女子大学
米田朋 武蔵野大学 吉村知紗 武蔵野大学
石井実果 創価大学 大村美菜 創価大学
長谷部優華 明星大学 高橋佑季 明星大学
沢谷実里 宇都宮大学 坂口詩織 宇都宮大学
鈴木春凪 国士舘大学 吉岡優衣 国士舘大学
稲持さやか 駿河台大学 関美奈海 駿河台大学
青井美優希 一橋大学 中島 茉琳 一橋大学
羽田野東海 共栄大学 袴塚南希 共栄大学
川内美月 横浜市立大学 保坂ちゆり 横浜市立大学
?橋祐希 一橋大学 星合崇代 一橋大学
岩本亜樹 日本女子大学 市川真衣 日本女子大学
飯田玲奈 東京外国語大学北村青夏 東京外国語大学
秋月優花 順天堂大学 武川智美 順天堂大学
太田有紗 東京理科大学 川邊瑞季 東京理科大学
萱原優 横浜市立大学 隈元伶衣 横浜市立大学



大久保杏美 横浜国立大学 松田和泉 東京大学


