
　　　2021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

選手名 大学名

本直1 山?郁美 亜細亜大学

本直2 今田穂 慶應義塾大学

本直3 神鳥舞 早稲田大学

本直4 猪川結花 法政大学

本直5 堤華蓮 慶應義塾大学

本直6 吉岡希紗 早稲田大学

本直7 安藤優希 早稲田大学

本直8 吉川ひかる 亜細亜大学

本直9 中島美夢 亜細亜大学

本直10 徳安莉菜 明治大学

本直11 押川千夏 早稲田大学

本直12 塚田結 筑波大学

本直13 石川琴実 早稲田大学

本直14 齋藤瑠奈 亜細亜大学

本直15 照井妃奈 筑波大学

本直16 山田悠理 立教大学

二次上1 伊藤さつき 亜細亜大学

二次上2 竹本萌乃 明治大学

二次上3 大川美佐 慶應義塾大学

二次上4 鈴木渚左 明治大学

二次上5 渡邉早和子 早稲田大学

二次上6 千原菜歩 山梨学院大学

二次上7 湯浅里帆 専修大学

二次上8 喜田若菜 筑波大学

二次上9 沼野菜海 亜細亜大学

二次上10 原田真実子 山梨学院大学

二次上11 谷井涼香 駒沢大学

二次上12 淺野汐香 立教大学

二次上13 丸希星 駒沢大学

二次上14 渡邉優夢 早稲田大学

二次上15 渡辺寧々 山梨学院大学

二次上16 山下桜 日本大学

二次上17 大河原悠 東京国際大学

二次上18 猪瀬瑞希 駒沢大学

二次上19 梶野桃子 早稲田大学

二次上20 谷美七海 早稲田大学

二次上21 大沼愛弥 明治大学



二次上22 早川エレナ 東京学芸大学

二次上23 角田唯 立教大学

二次上24 木塚有映 山梨学院大学

二次上25 安井愛乃 亜細亜大学

二次上26 前田優歩 早稲田大学

二次上27 松田望愛 早稲田大学

二次上28 松田岬 早稲田大学

二次上29 中山麗未 亜細亜大学

二次上30 園城海遥 亜細亜大学

二次上31 足立理帆 早稲田大学

二次上32 蛸井涼華 法政大学

二次上33 兼山栞凛 山梨学院大学

二次上34 溝口英蘭 青山学院大学

二次上35 金内葵春 駒沢大学

二次上36 木村菫 立教大学

二次上37 本田恵琉 山梨学院大学

二次上38 山田梨香子 駒沢大学

二次上39 谷本ひなた 駒沢大学

二次上40 福室有那 亜細亜大学

二次上41 ?橋遥菜 亜細亜大学

二次上42 南口亜美 明治大学

二次上43 狐塚理子 山梨学院大学

二次上44 齋藤優寧 早稲田大学

二次上45 松田栞 立教大学

二次上46 長谷川優衣 山梨学院大学

二次上47 牛尾成美 上武大学

二次上48 加藤英佳 駒沢大学

二次下1 日野有貴子 日本体育大学

二次下2 鈴木優 山梨学院大学

二次下3 山口みやび 専修大学

二次下4 石澤千花 筑波大学

二次下5 大神陽恵 日本体育大学

二次下6 河野瑞生 早稲田大学

二次下7 星野遥香 東京国際大学

二次下8 吉田華菜子 明治大学

二次下9 江尻美輝 日本体育大学

二次下10 藤原由菜 青山学院大学

二次下11 草野京香 筑波大学

二次下12 佐藤成美 日本大学

二次下13 勝間みなみ 上武大学



二次下14 矢?梓紗 亜細亜大学

二次下15 岩熊花音 専修大学

二次下16 前田来夢 東洋英和女学院大学

二次下17 増淵つかさ 専修大学

二次下18 横川円香 山梨学院大学

二次下19 石川裕莉那 日本体育大学

二次下20 清水 菜々海 武蔵野大学

二次下21 大久保杏美 青山学院大学

二次下22 豊吉彩乃 筑波大学

二次下23 松本瑞希 筑波大学

二次下24 田中千裕 筑波大学

二次下25 中根美来 専修大学

二次下26 松井望海 日本大学

二次下27 豊島舞 早稲田大学

二次下28 山?京花 法政大学

二次下29 溝田萌 日本大学

二次下30 元山未優 専修大学

二次下31 植田香凜 東海大学

二次下32 鵜飼日南乃 法政大学

二次下33 森好花 法政大学

二次下34 安藤涼夏 筑波大学

二次下35 宗和南波 立教大学

二次下36 島村巴菜 順天堂大学

二次下37 中川杏子 亜細亜大学

二次下38 石井伶奈 日本女子体育大学

二次下39 鳥山友里 日本大学

二次下40 鈴木美結 青山学院大学

二次下41 砂川涼 日本体育大学

二次下42 中村結 日本女子体育大学

二次下43 田口舞 成城大学

二次下44 堀江結衣 東海大学

二次下45 佐藤紗弥 立教大学

二次下46 秋元里穂菜 日本女子体育大学

二次下47 田井花 日本大学

二次下48 松井香奈美 上武大学

一次上1 乾和歌 早稲田大学

一次上2 高橋悠 慶應義塾大学

一次上3 加藤あい 青山学院大学

一次上4 長谷川琳香 聖心女子大学

一次上5 清水瑶 駒沢大学



一次上6 田上慧 日本体育大学

一次上7 楢岡佑佳 慶應義塾大学

一次上8 村上綸香 東海大学

一次上9 大塚美乃里 法政大学

一次上10 白井夏海 日本女子体育大学

一次上11 上伊倉理子 法政大学

一次上12 千坂有珠 日本体育大学

一次上13 冨永栞 亜細亜大学

一次上14 中野亜美 日本体育大学

一次上15 中込笑愛 法政大学

一次上16 加来朋夏 東洋大学

一次上17 蝦名莉子 東京国際大学

一次上18 高橋礼奈 亜細亜大学

一次上19 成瀬優美 東洋英和女学院大学

一次上20 唐澤杏幸 山梨学院大学

一次上21 田中美玖 東海大学

一次上22 五十嵐日和 成蹊大学

一次上23 田母神茜 筑波大学

一次上24 伊藤泉彩 日本大学

一次上25 前川名月実 東京大学

一次上26 中島遼佳 成蹊大学

一次上27 齋藤樹里 東京国際大学

一次上28 藁科怜乃 慶應義塾大学

一次上29 大森可苗 東京女子体育大学

一次上30 森優衣 慶應義塾大学

一次上31 島崎瑠夏 東洋英和女学院大学

一次上32 伊藤楓 亜細亜大学

一次上33 権田笑奈 日本大学

一次上34 飯田優花 東洋大学

一次上35 山本千遥 慶應義塾大学

一次上36 岩田麗世 東海大学

一次上37 岡本璃南 専修大学

一次上38 保美優 東海大学

一次上39 滝沢双葉 東京経済大学

一次上40 谷口桃仁香 成蹊大学

一次上41 井上愛梨 筑波大学

一次上42 荘優月 日本大学

一次上43 里見心 東京国際大学

一次上44 山本茉莉亜 順天堂大学

一次上45 毛呂彩音 筑波大学



一次上46 加藤陽菜 亜細亜大学

一次上47 柴田愛月 東京国際大学

一次上48 柿澤真希 上智大学

一次上49 滝川英麻 東京大学

一次上50 益子桃代 東京農業大学

一次上51 大河原彩楽沙 青山学院大学

一次上52 田中麻衣 慶應義塾大学

一次上53 薬師寺花琳 東京国際大学

一次上54 高橋凛 東京国際大学

一次上55 五十嵐萌々 専修大学

一次上56 相原由佳 立教大学

一次上57 新井万由子 亜細亜大学

一次上58 兵藤弥友羽 東京国際大学

一次上59 広瀬名奈子 日本体育大学

一次上60 谷野桃音 立教大学

一次上61 林夏摘 東海大学

一次上62 市川結子 東京国際大学

一次上63 外ノ岡美侑 日本体育大学

一次上64 古藤杏梨 専修大学

一次上65 横田七帆 早稲田大学

一次上66 射場愛佳 東京経済大学

一次上67 江頭美紅 順天堂大学

一次上68 西尾萌々子 筑波大学

一次上69 平林夏帆 法政大学

一次上70 越間優 東洋大学

一次上71 吉家莉菜 東海大学

一次上72 大塚 藍奈 東京経済大学

一次上73 齊藤真歩 東京農業大学

一次上74 橋本響 駒沢大学

一次上75 立岩千夏 専修大学

一次上76 滝田優里恵 日本女子体育大学

一次上77 井出菜都香 東京大学

一次上78 竹内梨央 日本体育大学

一次上79 天羽咲希 順天堂大学

一次上80 佐藤星 東京国際大学

一次上81 三橋りせ 日本体育大学

一次上82 打越美由紀 明海大学

一次上83 石島和香 慶應義塾大学

一次上84 尾崎眞理佳 明治大学

一次上85 田邊あやの 日本女子体育大学



一次上86 山隈さくら 玉川大学

一次上87 中塚美沙樹 平成国際大学

一次上88 坂田瑠美 東京農業大学

一次上89 山田菜月 東洋英和女学院大学

一次上90 浜口真生 上武大学

一次上91 児山心美 亜細亜大学

一次上92 岩田凜 日本大学

一次上93 黒澤納乃子 東京学芸大学

一次上94 福原麻尋 専修大学

一次上95 大木優里 立教大学

一次上96 大久保陽 順天堂大学

一次下1 城楽未緒 首都大学東京

一次下2 平川涼子 独協大学

一次下3 阿部咲良 東海大学

一次下4 上野萌心 東海大学

一次下5 大沼あかり 東京学芸大学

一次下6 萩原輝 東京学芸大学

一次下7 豊実采佳 上武大学

一次下8 小川紗愛 東海大学

一次下9 田邊美玖 日本女子大学

一次下10 田畑千咲 文教大学

一次下11 ラージ美帆 日本大学

一次下12 高萩眞子 筑波大学

一次下13 渡邉夏緒 東海大学

一次下14 北村千咲 東洋大学

一次下15 木下菜々花 亜細亜大学

一次下16 森百花 明治大学

一次下17 田村瑞姫 駒沢大学

一次下18 藤永笑子 立教大学

一次下19 荒井光 一橋大学

一次下20 浅見沙羅 駒沢大学

一次下21 鳥居一葉 青山学院大学

一次下22 小見山祐依 日本体育大学

一次下23 千葉あさひ 東洋英和女学院大学

一次下24 坂元紗瑛 東京女子体育大学

一次下25 作田琉名 上智大学

一次下26 永田夏帆 東京農業大学

一次下27 増田響子 明治学院大学

一次下28 坂口和妃 日本体育大学

一次下29 神場レイ 東京国際大学



一次下30 小野寺茜音 明海大学

一次下31 佐藤颯起 順天堂大学

一次下32 武内ひかり 駒沢大学

一次下33 笠原あすか 東京経済大学

一次下34 保住紗恵子 明海大学

一次下35 中村倫花 立教大学

一次下36 石原可菜 東京国際大学

一次下37 荒川美咲 大東文化大学

一次下38 平川杏優 東京外国語大学

一次下39 大本葉月 専修大学

一次下40 原田あやめ 日本女子体育大学

一次下41 露久保愛美 東洋大学

一次下42 牛窪梨乃 武蔵大学

一次下43 村上遥香 順天堂大学

一次下44 吉井あかり 駒沢大学

一次下45 林沙有良 慶應義塾大学

一次下46 古田歩 明海大学

一次下47 福本まりあ 国際基督教大学

一次下48 毛利つづ美 武蔵大学

一次下49 宮地蘭 東海大学

一次下50 中村凪穂 日本体育大学

一次下51 山下実希子 青山学院大学

一次下52 森山瑞稀 順天堂大学

一次下53 坂本日向子 成城大学

一次下54 村中里佳 東京国際大学

一次下55 町田萌 武蔵大学

一次下56 鈴木梨子 専修大学

一次下57 金津春杏 青山学院大学

一次下58 武藤里菜 東京経済大学

一次下59 湯澤彩果 成城大学

一次下60 浦山もも 東京国際大学

一次下61 黒岩凛 上武大学

一次下62 樋口愛実 明治学院大学

一次下63 武藤ほのか 山梨学院大学

一次下64 高野光羽 東京都市大学

一次下65 佐藤真愛 東京国際大学

一次下66 栗原百花 成蹊大学

一次下67 檜垣凪沙 武蔵大学

一次下68 沓名紗季 東京女子体育大学

一次下69 土屋郁美 武蔵大学



一次下70 奥田らら 順天堂大学

一次下71 中野薫子 東洋学園大学

一次下72 佐久間向日葵 亜細亜大学

一次下73 關瑠羽紗 成蹊大学

一次下74 伊藤なつめ 東京外国語大学

一次下75 伊藤凜 専修大学

一次下76 長嶺那南 青山学院大学

一次下77 宇戸田こはく 上武大学

一次下78 中島萌心 明海大学

一次下79 落合優衣 国際基督教大学

一次下80 田中日南乃 青山学院大学

一次下81 五十嵐香乃 横浜国立大学

一次下82 栢沼真魚 東京国際大学

一次下83 本田夏菜 日本女子体育大学

一次下84 大屋千寛 東京外国語大学

一次下85 田端麻鈴 上武大学

一次下86 東和香菜 一橋大学

一次下87 船木千帆 東京大学

一次下88 三浦菜月 横浜国立大学

一次下89 大石愛 横浜国立大学

一次下90 高城のどか 千葉商科大学

一次下91 佐藤由依 日本体育大学

一次下92 佐藤光 大東文化大学

一次下93 穴田琴音 駒沢大学

一次下94 宮本歌帆 上智大学

一次下95 高橋万尋 国際基督教大学

一次下96 松田麻有里 成蹊大学

白石悠里子 東京大学

布袋美春 筑波大学

五十嵐沙弥香 順天堂大学

佐久間ひなた 東京経済大学

小田桃子 日本体育大学

柳田侑希乃 東京経済大学

小岸馨 東京外国語大学

境井日菜 東京国際大学

有木真絢 亜細亜大学

西島莉咲 上智大学

大倉由梨花 東京外国語大学

稲田琴美 東京理科大学

渡邊有咲 国際基督教大学



堤響喜 創価大学

?橋沙彩 国際基督教大学

大石愛莉 東京都市大学

松本美怜 東京大学

中野友梨亜 東京大学

園田梨花子 明治学院大学

谷保澪 明治学院大学

内田愛梨 東京国際大学

金子美祐 東京学芸大学

諸井香帆 明星大学

宮澤愛 東京学芸大学

今井陽菜 学習院大学

加藤未悠 東京農業大学

森理桜子 学習院大学

亀田二千翔 明星大学

田中彩瑛 成蹊大学

?澤玲那 国際基督教大学

中川桃花 東京理科大学

柴田夏稀 文教大学

近藤亜紀 聖心女子大学

今泉夏音 埼玉大学

佐藤史奈 明治学院大学

山本実夢 東京国際大学

大賀美里 創価大学

高梨遍 独協大学

荒木美里 明治学院大学

光廣彩乃 横浜国立大学

萩原真美 早稲田大学

田邉こころ 東京農業大学

谷川理子 上智大学

矢野桜子 宇都宮大学

飯山凛 明治学院大学

西川みなほ 東京大学

村山凛 明星大学

真島英里 東京理科大学

飛鳥井翠 東京大学

高橋彩芽 国際基督教大学

千葉亜月 東京農業大学

南方楓香 横浜国立大学

萩原瞳 成城大学



後藤圭那 独協大学

樋口まこ 東京学芸大学

深谷樹香 創価大学

岸愛理 創価大学

清水美佑 国際基督教大学

齊藤菜々美 文教大学

浅倉咲穂 玉川大学

大岩桜子 立教大学

中村萌音 学習院大学

宮崎凛歩 東京理科大学

野村彩莉 学習院大学

泉田佳乃 国際基督教大学

山本里茉 東京理科大学

白井美咲 一橋大学

町田真麻 大東文化大学

三島未来 聖心女子大学

中山桜季 独協大学

早稲田翔子 防衛大学校

吉野すみれ 上智大学

赤浦彩絵 慶應義塾大学

坂巻玲奈 日本体育大学

川嶋みのり 順天堂大学

岩井由羽 順天堂大学

栗原日向子 群馬大学


