
２０２１（R３）・全日本大学総合選手権・個人の部・関東地区予選

・女子シングルス・シード

通し 関東学連ﾁｰﾑ 大学名 校内 氏 名 フリ ガナ 出身校 学

No ﾁｰﾑｺｰﾄﾞ 順位 年

1 301 青山学院大学 1 秋山 星 アキヤマ キラ 愛知みずほ大学瑞穂高校 愛知県 4 1

117 314 東京女子体育大学 2 遠藤 南葉 エンドウ ナナハ 横浜隼人高 神奈川県 3

2 301 青山学院大学 2 庄 易 ショウ エキ 富田高校 岐阜県 2 2

75 309 日本体育大学 7 林 美郁 ハヤシ ミク 遊学館高校 石川県 1

3 301 青山学院大学 3 小林 莉歩 コバヤシ リホ 大成女子高校 茨城県 1 3

26 304 専修大学 9 町田 千尋 マチダ チヒロ 桜の聖母学院高等学校 福島県 1

6 302 早稲田大学 1 里川 奈優 サトガワ ナユ 明徳義塾高校 高知県 2 4

84 310 大正大学 6 松橋 天音 マツハシ アマネ 秋田商業高校 秋田県 3

7 302 早稲田大学 2 福岡 乃愛 フクオカ ノア 三田学園高等学校 兵庫県 1 5

63 308 東洋大学 13 稲葉 文子 イナバ アヤコ 明秀学園日立高等学校 茨城県 3

8 302 早稲田大学 3 中島 彩希 ナカジマ サキ 敦賀高校 福井県 3 6

40 306 日本大学 7 寺坂 美優 テラサカ ミュウ 就実高校 岡山県 2

9 302 早稲田大学 4 真鍋 雅 マナベ ミヤビ 山陽女子高校 岡山県 3 7

27 304 専修大学 10 千葉 満月 チバ ミヅキ 専修大学北上高等学校 岩手県 2

11 303 中央大学 1 竹内 嘉菜 タケウチ カナ 帝京高校 東京都 4 8

62 308 東洋大学 12 森下 愛菜 モリシタ アイナ 土佐女子高等学校 高知県 1

12 303 中央大学 2 大川 千尋 オオカワ チヒロ 四天王寺高校 大阪府 3 9

96 311 淑徳大学 3 浪岡 真凜 ナミオカ マリン 正智深谷高校 埼玉県 3

13 303 中央大学 3 髙橋 あかり タカハシ アカリ 四天王寺高校 大阪府 1 10

10 302 早稲田大学 5 曽根原 睦 ソネハラ ムツミ 文化学園大学杉並高校 東京都 3

14 303 中央大学 4 藤田 奈子 フジタ ナコ 横浜隼人高等学校 神奈川県 2 11

46 306 日本大学 13 高田 里那 タカダ リナ 木更津総合高等高校 千葉県 1

15 303 中央大学 5 伊藤 佑希子 イトウ ユキコ 札幌大谷高校 北海道 3 12

85 310 大正大学 7 石井 日菜 イシイ ヒナ 木更津総合高等学校 千葉県 2

16 303 中央大学 6 藤森 友菜 フジモリ ユナ 希望ヶ丘高等学校 福岡県 2 13

77 309 日本体育大学 9 横内 玲香 ヨコウチ レイカ 開志国際高校 新潟県 2

18 304 専修大学 1 柴田 理彩 シバタ リサ 希望が丘高校 福岡県 4 14

59 308 東洋大学 9 山口 結愛 ヤマグチ ユウア 日南学園高校 宮崎県 2

19 304 専修大学 2 大島 奈々 オオシマ ナナ 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 愛知県 3 15

82 310 大正大学 4 遠藤 優葉 エンドウ ユウハ 横浜隼人高等学校 神奈川県 1



20 304 専修大学 3 加藤 亜実 カトウ アミ 明徳義塾高校 高知県 4 16

56 308 東洋大学 6 金本 茉実 カネモト マミ 岩国商業高等学校 山口県 1

21 304 専修大学 4 平田 梨花 ヒラタ リカ 進徳女子高等学校 広島県 3 17

44 306 日本大学 11 菅澤 杏花里 スガサワ アカリ 武蔵野高校 東京都 2

22 304 専修大学 5 岡本 彩里 オカモト アヤリ 富田高等学校 岐阜県 3 18

33 305 東京富士大学 5 宮田 保野花 ミヤタ ホノカ 明豊高校 大分県 3

23 304 専修大学 6 森本 枝里 モリモト エリ 白子高校 三重県 4 19

102 312 國學院大学 5 小野 日花里 オノ ヒカリ 明秀学園日立高等学校 茨城県 2

29 305 東京富士大学 1 泉田 朱音 イズミダ アヤネ 進徳女子高校 広島県 2 20

86 310 大正大学 8 乾 加那子 イヌイ カナコ 松商学園高校 長野県 4

34 306 日本大学 1 渡辺 美華 ワタナベ ミカ 富田高校 岐阜県 3 21

31 305 東京富士大学 3 熊谷 桜 クマガイ サクラ 五所川原商業高校 青森県 2

35 306 日本大学 2 金﨑 愛美 カネザキ アイミ 希望ヶ丘高校 福岡県 4 22

81 310 大正大学 3 矢口 絵梨 ヤグチ エリ 真岡女子高等学校 栃木県 2

36 306 日本大学 3 高山 結女子 タカヤマ ユメコ 札幌大谷高校 北海道 3 23

76 309 日本体育大学 8 門脇 理那 カドワキ リナ 富田高校 岐阜県 2

37 306 日本大学 4 篠田 優花 シノダ ユウカ 明豊高校 大分県 4 24

57 308 東洋大学 7 須田 歩実 スダ アユミ 鶴岡東高等学校 山形県 4

38 306 日本大学 5 伊藤 希望 イトウ ノゾミ 北越高校 新潟県 2 25

24 304 専修大学 7 沖胡 ひとみ オキエビス ヒトミ 山口県立岩国商業高等学校 山口県 2

39 306 日本大学 6 前田 愛佳 マエダ マナカ 日本女子体育大学附属二階堂高校 東京都 1 26

95 311 淑徳大学 2 池田 侑香里 イケダ ユカリ 華頂女子高校 京都府 4

47 307 筑波大学 1 中田 絵梨奈 ナカタ エリナ 愛み大瑞穂高 愛知県 1 27

61 308 東洋大学 11 廣岡 瑞樹 ヒロオカ ミズキ 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 愛知県 3

48 307 筑波大学 2 土本 日南子 ツチモト ヒナコ 福井商業高 福井県 4 28

25 304 専修大学 8 中山 恭花 ナカヤマ ノリカ 千葉県立幕張総合高等学校 千葉県 2

51 308 東洋大学 1 青木 萌恵 アオキ モエ 武蔵野高等学校 東京都 3 29

103 312 國學院大学 6 松本 和 マツモト ナゴミ 青藍泰斗高等学校 栃木県 2

52 308 東洋大学 2 木村 美緒 キムラ ミオ 正智深谷高校 埼玉県 2 30

116 314 東京女子体育大学 1 佐伯 友紀奈 サエキ ユキナ 横浜隼人 神奈川県 1

53 308 東洋大学 3 髙橋 智捺 タカハシ チナツ 桜の聖母学院高校 東京都 2 31

74 309 日本体育大学 6 岡野 莉奈 オカノ リナ 松商学園高校 長野県 3



54 308 東洋大学 4 杉本 果緒 スギモト カオ 希望が丘高等学校 福岡県 1 32

41 306 日本大学 8 畑中 彩月季 ハタナカ サツキ 名古屋経済大学高蔵高等学校 愛知県 1

55 308 東洋大学 5 奧山 史穏 オクヤマ シオン 秋田商業高等学校 秋田県 4 33

32 305 東京富士大学 4 安藤 はるか アンドウ ハルカ 大成女子高校 茨城県 4

69 309 日本体育大学 1 川本 茉乃花 カワモト マノカ 萩光塩学院高校 山口県 1 34

83 310 大正大学 5 茅島 未和 カヤシマ ミワ 武蔵野高等学校 東京都 1

70 309 日本体育大学 2 稲吉 美沙 イナヨシ ミサ 希望が丘高校 福岡県 2 35

107 313 東京経済大学 1 高橋 志歩 タカハシ シホ 宇都宮文星女子高等学校 栃木県 2

71 309 日本体育大学 3 大槻 琴音 オオツキ コトネ 進徳女子高校 広島県 1 36

58 308 東洋大学 8 加藤 杏菜 カトウ アンナ 華頂女子高等学校 京都府 3

72 309 日本体育大学 4 高橋 花 タカハシ ハナ 明豊高校 大分県 3 37

42 306 日本大学 9 工藤 向日葵 クドウ ヒマワリ 横浜隼人高校 神奈川県 3

73 309 日本体育大学 5 関口 綾乃 セキグチ アヤノ 青藍泰斗高校 栃木県 3 38

17 303 中央大学 7 木村 花暢 キムラ カノン 聖和学園高等学校 宮城県 1

79 310 大正大学 1 田中 木葉 タナカ コノハ 希望ヶ丘高等学校 福岡県 2 39

28 304 専修大学 11 木澤 朱音 キザワ アカネ 樹徳高等学校 群馬県 1

80 310 大正大学 2 山本 千歳 ヤマモト チトセ 希望が丘高校 福岡県 1 40

45 306 日本大学 12 伊藤 美咲 イトウ ミサキ 長野商業高校 長野県 2

94 311 淑徳大学 1 田中 咲子 タナカ サキコ 希望ヶ丘高校 福岡県 4 41

104 312 國學院大学 7 鯨津 萌々子 トキツ モモコ 進徳女子高校 広島県 1

98 312 國學院大学 1 髙橋 沙希 タカハシ サキ 桜の聖母学院高 福島県 3 42

108 313 東京経済大学 2 鷲山 晴子 ワシヤマ ハルコ 明秀学園日立高等学校 茨城県 1

99 312 國學院大学 2 阿部 里歩 アベ リホ 四天王寺高 大阪府 4 43

60 308 東洋大学 10 小林 菜歩 コバヤシ ナホ 郡山女子大学附属高等学校 福島県 4

100 312 國學院大学 3 小林 美結 コバヤシ ミユ 木更津総合高 千葉県 4 44

43 306 日本大学 10 柳内 碧 ヤナギウチ アオイ 育英高校 兵庫県 3

101 312 國學院大学 4 米満 真奈美 ヨネミツ マナミ 木更津総合高等学校 千葉県 2 45

30 305 東京富士大学 2 大和田 凜 オオワダ リン 角館高校 秋田県 3

135 319 慶應義塾大学 1 松本 紗陽花 マツモト サヤカ 日本女子大学付属高 東京都 2 46

49 307 筑波大学 3 花木 愛理 ハナキ アイリ 日南学園高 宮崎県 2


