
氏名 大学名

本直1 末野聡子 慶應義塾大学

本直2 竹本琴乃 明治大学

本直3 岩井真優 筑波大学

本直4 吉田明日香 明治大学

本直5 日暮春香 駒沢大学

本直6 村橋舞 立教大学

本直7 板谷里音 日本大学

本直8 田中李佳 早稲田大学

本直9 倉持美穂 早稲田大学

本直10 坂本はな 専修大学

本直11 原口沙絵 山梨学院大学

本直12 千村もも花 筑波大学

本直13 竹内あやか 法政大学

本直14 稲葉あす果 明治大学

本直15 吉岡希紗 早稲田大学

本直16 倉島愛 立教大学

本戦ＷＣ 中舘夏美 東京国際大学

二次上1 西里夏子 山梨学院大学

二次上2 安部有紗 山梨学院大学

二次上3 石野碧 山梨学院大学

二次上4 宮田みほ 明治大学

二次上5 城間安実 慶應義塾大学

二次上6 板垣惠美里 慶應義塾大学

二次上7 下地奈緒 早稲田大学

二次上8 柿澤明里 日本大学

二次上9 中村礼 慶應義塾大学

二次上10 我那覇真子 筑波大学

二次上11 松本妃那 早稲田大学

二次上12 押川千夏 早稲田大学

二次上13 黒須万里奈 慶應義塾大学

二次上14 衛藤佳奈 専修大学

二次上15 小松茉莉奈 法政大学

二次上16 平野聡美 慶應義塾大学

二次上17 阿部宏美 筑波大学

2019年度関東学生テニス選手権大会

女子シングルスエントリーリスト



二次上18 吉田穂花 青山学院大学

二次上19 山藤真帆 慶應義塾大学

二次上20 蛸井涼華 法政大学

二次上21 金山晴菜 明治大学

二次上22 大村千乃 慶應義塾大学

二次上23 南文乃 亜細亜大学

二次上24 小田爽佳 日本体育大学

二次上25 渡辺安美 駒沢大学

二次上26 猪川結花 法政大学

二次上27 入内嶋七菜 駒沢大学

二次上28 金澤あすみ 専修大学

二次上29 江尻美奈 日本体育大学

二次上30 東綾香 筑波大学

二次上31 山田菜津子 早稲田大学

二次上32 横山祥子 法政大学

二次上33 森川奈穂 日本体育大学

二次上34 其田桃子 青山学院大学

二次上35 大石真珠美 早稲田大学

二次上36 渡邉早和子 早稲田大学

二次上37 川原舞 学習院大学

二次上38 川口柚 立教大学

二次上39 李淑玲 亜細亜大学

二次上40 森島優 駒沢大学

二次上41 山田恵璃 東洋学園大学

二次上42 朝倉菜月 亜細亜大学

二次上43 谷井涼香 駒沢大学

二次上44 平形友香 東洋英和女学院大学

二次上45 吉田百花 明治大学

二次上46 林桃香 東洋学園大学

二次上47 梶谷亜未 駒沢大学

二次下1 米原さくら 早稲田大学

二次下2 井上若菜 慶應義塾大学

二次下3 安藤優希 早稲田大学

二次下4 田中真子 慶應義塾大学

二次下5 清水里咲 駒沢大学

二次下6 下地奈奈 法政大学

二次下7 五十嵐菜々子 東海大学

二次下8 芝田詩歩 山梨学院大学

二次下9 田中陽子 駒沢大学



二次下10 橘薫乃 日本大学

二次下11 伊藤さつき 亜細亜大学

二次下12 猪俣莉々花 山梨学院大学

二次下13 望月菜々子 慶應義塾大学

二次下14 北村紗香 山梨学院大学

二次下15 松田望愛 早稲田大学

二次下16 河本鈴香 東海大学

二次下17 加治成美 専修大学

二次下18 武田茉里香 日本大学

二次下19 久保田彩夏 東洋学園大学

二次下20 伊達摩紘 筑波大学

二次下21 太田夏菜子 青山学院大学

二次下22 渡辺理子 青山学院大学

二次下23 守口蘭夢 早稲田大学

二次下24 長谷川莉緒 東海大学

二次下25 大河原悠 東京国際大学

二次下26 山本久美子 東洋英和女学院大学

二次下27 鈴木舞 青山学院大学

二次下28 市川真衣 日本女子大学

二次下29 福田夏菜 日本大学

二次下30 丸岡亜美 専修大学

二次下31 今田穂 慶應義塾大学

二次下32 佐藤朱里 専修大学

二次下33 松田岬 早稲田大学

二次下34 中山史織 立教大学

二次下35 中島美夢 亜細亜大学

二次下36 俣賀瑞希 日本大学

二次下37 小林彩夕里 立教大学

二次下38 原茉友花 成蹊大学

二次下39 金山菜々 駒沢大学

二次下40 東優花 立教大学

二次下41 永瀬麻衣 山梨学院大学

二次下42 田口舞 成城大学

二次下43 鈴木南帆 日本女子体育大学

二次下44 佐藤美鈴 東海大学

二次下45 小田育歩 山梨学院大学

二次下46 岡田優 慶應義塾大学

二次下47 神保萌衣 山梨学院大学

一次上1 岩本奈都季 駒沢大学



一次上2 木村有希 立教大学

一次上3 石川琴実 早稲田大学

一次上4 岡垣穂香 明治大学

一次上5 都筑はるな 青山学院大学

一次上6 米山侑里 東海大学

一次上7 副島こころ 専修大学

一次上8 塚越茉実 東洋大学

一次上9 佐藤紗弥 立教大学

一次上10 長野瑞季 山梨学院大学

一次上11 佐藤葵 亜細亜大学

一次上12 草野京香 筑波大学

一次上13 苅谷紅瑠美 日本体育大学

一次上14 吉田彩 日本体育大学

一次上15 坂本理紗 山梨学院大学

一次上16 湯浅里帆 専修大学

一次上17 松井南美 上武大学

一次上18 木下瑠萌 東海大学

一次上19 渡邉茉奈 明海大学

一次上20 相川貴子 立教大学

一次上21 江口琴音 東海大学

一次上22 高橋遥菜 亜細亜大学

一次上23 田中彩純 明星大学

一次上24 淺野汐香 立教大学

一次上25 金井あおい 東京国際大学

一次上26 浅井紀乃 山梨学院大学

一次上27 高木晴香 東洋大学

一次上28 牛尾成美 上武大学

一次上29 佐野春佳 日本体育大学

一次上30 内田葉土希 駒沢大学

一次上31 野口安香里 日本体育大学

一次上32 中嶋花歩 東海大学

一次上33 中川綺乃 駒沢大学

一次上34 佐々木彩帆 東京女子体育大学

一次上35 谷内愛加 東京国際大学

一次上36 川向萌々夏 日本大学

一次上37 中原彩子 学習院大学

一次上38 木村羽瑠菜 日本大学

一次上39 後藤あおいこ 山梨学院大学

一次上40 野村美由璃 聖心女子大学



一次上41 師岡未来 上武大学

一次上42 國田有栞 筑波大学

一次上43 渋沢百香 日本女子体育大学

一次上44 谷雪月 駒沢大学

一次上45 幸田あずみ 専修大学

一次上46 羽柴瑠夏 東洋学園大学

一次上47 杉田栞 早稲田大学

一次上48 荘祥歩 東洋英和女学院大学

一次上49 上田真里那 日本体育大学

一次上50 渡邊咲希 筑波大学

一次上51 鈴木菜摘 順天堂大学

一次上52 二宮歌保 東洋学園大学

一次上53 吉岡沙恵 日本体育大学

一次上54 三間歩未 日本女子体育大学

一次上55 井上京香 東京経済大学

一次上56 松田栞 立教大学

一次上57 前田優歩 早稲田大学

一次上58 中野寧子 東洋学園大学

一次上59 萩原花帆 東京国際大学

一次上60 田中彩海 青山学院大学

一次上61 狐塚理子 山梨学院大学

一次上62 武藤やよい 山梨学院大学

一次上63 小見山晏奈 東京国際大学

一次上64 林花連 明治大学

一次上65 八田佳子 学習院大学

一次上66 鈴木春佳 東京女子体育大学

一次上67 山本弥輝 東海大学

一次上68 伊藤絵玲菜 東洋学園大学

一次上69 野中光 東京大学

一次上70 波多野梨花 慶應義塾大学

一次上71 倉島佳那 上武大学

一次上72 寺田愛実 日本大学

一次上73 庄崎梓 東洋学園大学

一次上74 反田茉鈴 慶應義塾大学

一次上75 石原美緒子 一橋大学

一次上76 末吉美優 山梨学院大学

一次上77 二宮未歩 明治大学

一次上78 川村周子 亜細亜大学

一次上79 鈴木南穂 青山学院大学



一次上80 渡邉詩穂 日本体育大学

一次上81 伊藤早希 東京国際大学

一次上82 林夏鈴 専修大学

一次上83 有賀瀬菜 明海大学

一次上84 秋元里穂菜 日本女子体育大学

一次上85 中山霞美 跡見学園女子大学

一次上86 福室有那 亜細亜大学

一次上87 竹本萌乃 明治大学

一次上88 平田芽生 東京女子体育大学

一次上89 川本七菜 専修大学

一次上90 早瀬日菜乃 青山学院大学

一次上91 豊島舞 早稲田大学

一次上92 畑玲那 東京国際大学

一次上93 永吉舞香 東京農業大学

一次上94 森日菜子 立教大学

一次下1 川邉愛美 上武大学

一次下2 中村さやか 聖心女子大学

一次下3 中村よし乃 日本大学

一次下4 小宮萌 東洋学園大学

一次下5 小泉茜 駒沢大学

一次下6 田中千裕 筑波大学

一次下7 五味詩穂 山梨学院大学

一次下8 中野未来 法政大学

一次下9 真鍋葵 日本女子体育大学

一次下10 小島梨々華 立教大学

一次下11 村田和夏子 東洋英和女学院大学

一次下12 木原眞瑚 法政大学

一次下13 今野亜美 東京国際大学

一次下14 森友萌 横浜国立大学

一次下15 山口みやび 専修大学

一次下16 中西麻美 日本体育大学

一次下17 林和 東京農業大学

一次下18 鈴木玲亜 大東文化大学

一次下19 中山媛日 東京国際大学

一次下20 境春菜 亜細亜大学

一次下21 矢崎梓紗 亜細亜大学

一次下22 金内葵春 駒沢大学

一次下23 西泉沙笑 明治学院大学

一次下24 吉田早希 法政大学



一次下25 鈴木春凪 国士舘大学

一次下26 真壁美希 東洋英和女学院大学

一次下27 山本美紅 東京国際大学

一次下28 青木朋恵 独協大学

一次下29 伊達芽依 亜細亜大学

一次下30 吉田裕美子 青山学院大学

一次下31 茂木美祈 文教大学

一次下32 東佑希乃 立教大学

一次下33 高柳美佳子 聖心女子大学

一次下34 加賀彩夏 法政大学

一次下35 坂下華子 東洋英和女学院大学

一次下36 亀山もな 上智大学

一次下37 福澤のどか 東京女子体育大学

一次下38 菊嶋梨香子 上智大学

一次下39 ?橋聖奈 筑波大学

一次下40 大西菜々子 一橋大学

一次下41 安井愛乃 亜細亜大学

一次下42 佐藤成美 日本大学

一次下43 野口綾那 青山学院大学

一次下44 鈴木優 山梨学院大学

一次下45 千原菜歩 山梨学院大学

一次下46 渡部亜耶乃 東洋学園大学

一次下47 深川智愛 国士舘大学

一次下48 内田早紀 学習院大学

一次下49 小松詩桜里 上武大学

一次下50 鈴木菜々 成城大学

一次下51 石川裕莉那 日本体育大学

一次下52 渡辺こころ 東京大学

一次下53 原田真実子 山梨学院大学

一次下54 難波里佳 東京国際大学

一次下55 木村由 東海大学

一次下56 吉田陽菜 東京国際大学

一次下57 田形唯乃 國學院大學

一次下58 飯田優花 東洋大学

一次下59 早川エレナ 東京学芸大学

一次下60 岡本希 東京経済大学

一次下61 新田祥子 東京女子体育大学

一次下62 杉田葵 立教大学

一次下63 若月紀夏 東洋学園大学



一次下64 長江有紗 一橋大学

一次下65 松本ゆい 一橋大学

一次下66 桑原葵 東京女子体育大学

一次下67 四宮早恵 一橋大学

一次下68 松岡美空 東京国際大学

一次下69 齊藤真歩 東京農業大学

一次下70 小山泰代 千葉大学

一次下71 佐藤礼菜 法政大学

一次下72 長瀬汐里 慶應義塾大学

一次下73 名村彩 聖心女子大学

一次下74 浦野颯希 横浜国立大学

一次下75 石田梨奈 一橋大学

一次下76 鍋谷早織 明海大学

一次下77 乾和歌 早稲田大学

一次下78 加藤真唯 國學院大學

一次下79 吉田有沙 東京国際大学

一次下80 畦川れいら 一橋大学

一次下81 河村知華 國學院大學

一次下82 尾藤安美 東京国際大学

一次下83 石橋美波 上智大学

一次下84 武田理恵 成蹊大学

一次下85 堀内真帆 慶應義塾大学

一次下86 久野梨那 一橋大学

一次下87 石井伶奈 上智大学

一次下88 西川遥香 独協大学

一次下89 中村結 日本女子体育大学

一次下90 江尻美輝 日本体育大学

一次下91 日野有貴子 日本体育大学

一次下92 森優衣 慶應義塾大学

一次下93 小桧山ほの香 東京国際大学

一次下94 白谷美佳 亜細亜大学

海老原梨沙 東京大学

岩佐天夢 独協大学

田幡美菜 東洋大学

吉川ひかり 明治学院大学

松井香奈美 上武大学

溝口英蘭 青山学院大学

清水瑶 駒沢大学

渡邉栞海 日本体育大学



溝田萌 日本大学

勝間みなみ 上武大学

島村巴菜 順天堂大学

中山麗未 亜細亜大学

下村好 日本体育大学

加藤あい 青山学院大学

堀江結衣 東海大学

松井望海 日本大学

西川なつみ 玉川大学

内木ひかる 東洋大学

森田望美 一橋大学

橋本純奈 日本体育大学

佐々木二愛 国際基督教大学

佐野美佳 一橋大学

関美奈海 駿河台大学

冨田真利子 国際基督教大学

山?清香 創価大学

庄古雪乃 聖心女子大学

松本理紗子 東京国際大学

中林晏渚 神奈川大学

小林万里香 東京学芸大学

山隈さくら 玉川大学

大胡結菜 東京学芸大学

山本莉世 文教大学

山田悠理 立教大学

田上慧 日本体育大学

田中佑季 成城大学

小西日向子 國學院大學

戸田千晴 明治学院大学

関口真菜 共立女子大学

秋月優花 順天堂大学

青井美優希 一橋大学

千葉レナ 敬愛大学

宮武奈央 明治学院大学

吉田あおい 法政大学

奥本美咲 文教大学

中田有紀 一橋大学

下高原汐理 武蔵大学

中島 茉琳 一橋大学



大谷英里奈 一橋大学

松田和泉 東京大学

川村亜優 千葉商科大学

森岡舞色 日本体育大学

立石朝海 國學院大學

滝田優里恵 日本女子体育大学

小野原侑希 一橋大学

近藤茜 一橋大学

加藤晶 国際基督教大学

小崎花菜 横浜国立大学

松下英満 玉川大学

天田すみれ 学習院大学

吉岡千賀子 一橋大学

野村奈央 日本大学

?橋祐希 一橋大学

飯田玲奈 東京外国語大学

松本七映 東京大学

伊藤喜子 上智大学

関美琴 順天堂大学

江良水晶 東京大学

八田晴子 慶應義塾大学

佐々木凜花 立教大学

御代田真美 文教大学

鎌田麻衣子 東京大学

三浦なつみ 一橋大学

高橋もも 亜細亜大学

玉木敬子 一橋大学

滝真生子 東京女子体育大学

前田歩香 文教大学

藤田夏菜子 横浜国立大学

吉岡優衣 国士舘大学

今泉茉優 上智大学

坂井めぐみ 文教大学

若林真紀 日本女子体育大学

中村颯希 國學院大學

厚見映里 聖心女子大学

栗山茜 東京都市大学

原島七虹 玉川大学

坂田瑠美 東京農業大学



飯塚蒼生 大東文化大学

松尾果恵 國學院大學

加藤穂乃佳 日本女子体育大学

武川智美 順天堂大学

佐野薫 武蔵大学

佐藤未有 成蹊大学

杉村涼美 慶應義塾大学

矢野瑞季 東京学芸大学

井出菜都香 東京大学

高野光羽 東京都市大学

堀内鈴加 神奈川大学

中島優希 横浜市立大学

鈴木ひかる 武蔵大学

中村朱里 日本女子大学

中原愛 聖心女子大学

林奈々夏 東洋英和女学院大学

加藤梨々子 早稲田大学

中村彩香 文教大学

江波戸杏奈 敬愛大学

田中萌 一橋大学

渡邉千桂 山梨学院大学

大久保杏美 青山学院大学

田邊優里 國學院大學

砂川涼 日本体育大学

矢田部茉由 日本体育大学

長谷部優華 明星大学

佐藤星 東京国際大学

立岩千夏 専修大学

西村美奈子 埼玉大学

肱岡幸奈 國學院大學

高橋あずさ 上智大学

瀧川茜里 順天堂大学

中山有希 敬愛大学

直江桃子 敬愛大学

山本千遥 慶應義塾大学

太田有紗 東京理科大学

三橋りせ 日本体育大学

橋本響 駒沢大学

北村青夏 東京外国語大学



隈元伶衣 横浜市立大学

永田夏帆 東京農業大学

金井美樹 聖心女子大学

西部彩海 成城大学

足立理帆 早稲田大学

多氣真里奈 成蹊大学

明田川晏玖 玉川大学

塙楓 東京外国語大学

稲持さやか 駿河台大学

高橋佑季 明星大学

外山美瑛 文教大学

鈴木美結 青山学院大学

越田ゆき 敬愛大学

西玲奈 横浜国立大学

大山瀬奈 東京理科大学

中島泉 東京都市大学

天羽咲希 順天堂大学

杉田菜々子 敬愛大学

長谷川みく 國學院大學

石川香 東京理科大学

川上美幸 東京女子大学

真上真歩 一橋大学

長嶋美希 東京女子大学

望月結加 東京女子大学

大山桃奈 一橋大学

加藤利奈子 東京女子大学

吉見祐香 東京女子大学

川合紗貴 東京大学

南方彩賀 国際基督教大学

福原聖子 東京学芸大学

川邊瑞季 東京理科大学

尾崎眞理佳 明治大学

田母神茜 筑波大学

竹内梨央 日本体育大学

白井夏海 日本女子体育大学

岩田麗世 東海大学

小野茉莉英 東京学芸大学

郡司あかね 駿河台大学

中野亜美 日本体育大学



前川名月実 東京大学

打越美由紀 明海大学

大塚美乃里 法政大学

雁部実夏 日本女子体育大学

江嶋七海 日本女子大学

吉光志織 東京経済大学

眞橋沙弥 東京女子体育大学

山口幸子 慶應義塾大学

大塚藍奈 東京経済大学

石島和香 慶應義塾大学

大西杏佳 東海大学

結城愛理 順天堂大学

池田奈々美 玉川大学

渡邊由貴 東洋学園大学

成瀬優美 東洋英和女学院大学

加来朋夏 東洋大学

中塚美沙樹 平成国際大学

高橋悠 慶應義塾大学

田邊あやの 日本女子体育大学

寒河江ひより 日本大学

山田菜月 東洋英和女学院大学

田井花 日本大学

藤原由菜 青山学院大学

杉本風花 横浜市立大学

室屋南月 横浜市立大学

高橋葉生 慶應義塾大学

西野桃子 東京大学

高橋由希奈 お茶の水女子大学

三浦菜月 横浜国立大学

長尾あみ 東洋大学

東和香菜 一橋大学

秋野万葉 東洋大学

坂口和妃 日本体育大学

川島沙友里 芝浦工業大学

辰巳加奈 國學院大學

清瀬夏美 東京農業大学

千坂有珠 日本体育大学

保坂ちゆり 横浜市立大学

光廣彩乃 横浜国立大学



増田彩美楓 東京外国語大学

荒井光 一橋大学

高城のどか 千葉商科大学

渋谷春花 学習院大学

常井奈央 東京女子大学

蓑崎珠利 大東文化大学

佐藤光 大東文化大学

今井陽菜 学習院大学

市東麻衣子 敬愛大学

大森可苗 東京女子体育大学

森理桜子 学習院大学

兼松瑠奈 流通経済大学

阿部真璃佳 東京外国語大学

白石悠里子 東京大学

綱桜子 東京女子大学

田倉日向多 東京女子体育大学

堀井ともみ 東洋英和女学院大学

小野寺幸歩 順天堂大学

西村乃亜 明星大学

加藤詩依奈 東洋大学

落合優衣 国際基督教大学

藤岡佳那 横浜国立大学

松本美怜 東京大学

唐澤友里絵 玉川大学

多田夏海 玉川大学

蛭間友美 玉川大学

矢部潮音 東京工業大学

竹中麻里亜 東京理科大学

吉田にこ 東洋大学

池田えりか 神奈川大学

草間七海 國學院大學

増田響子 明治学院大学

山下由夏 順天堂大学

長谷川琳香 聖心女子大学

松嶋那奈実 神奈川大学

松塚夢 国際基督教大学

田代優香 東京工業大学

大岩桜子 立教大学

清田眞理子 日本体育大学



曽我部夏帆 國學院大學

清水菜々海 武蔵野大学

村中里佳 東京国際大学

船木千帆 東京大学

柿澤真希 上智大学

原田あやめ 日本女子体育大学

三輪早彩 上智大学

古郡明優 横浜国立大学

前川千咲葵 東京外国語大学

西川みなほ 東京大学

山崎京花 法政大学

田邊美玖 日本女子大学

木村彩乃 横浜市立大学


