
２０２１（R３）・全日本大学総合選手権・個人の部・関東地区予選

・男子シングルス・シード

関東学連ﾁｰﾑ 大学名 校内 氏 名 フリ ガナ 出身校 学

ﾁｰﾑｺｰﾄﾞ 順位 年

101 専修大学 1 蛭田 龍 ヒルタ リュウ 希望が丘高等学校 福岡県 4 1

111 埼玉工業大学 6 菊地 大輝 キクチ タイキ 日本航空 山梨県 3

101 専修大学 2 野田 颯太 ノダ ソウタ 育英高校 兵庫県 1 2

103 早稲田大学 6 大野 蓮 オオノ レン 出雲北陵高校 島根県 4

101 専修大学 3 石山 慎 イシヤマ シン 開志国際高等学校 新潟県 4 3

106 日本体育大学 10 安田 湧 ヤスダ ユウ 三浦学苑高校 神奈川県 2

101 専修大学 4 小林 准也 コバヤシ ジュンヤ 松徳学院高等学校 島根県 4 4

110 日本大学 6 三上 貴弘 ミカミ タカヒロ 遊学館高校 石川県 4

101 専修大学 5 月舘 駿介 ツキダテ シュンスケ 日大豊山高校 東京都 3 5

108 駒澤大学 11 長沼 龍之介 ナガヌマ リュウノスケ 樹徳高校 群馬県 3

101 専修大学 6 吉田 聖斗 ヨシダ キヨト 希望が丘高校 福岡県 3 6

114 東洋大学 1 村越 俊介 ムラコシ シュンスケ 東京学館浦安高 千葉県 3

101 専修大学 7 六本木 瑛介 ロッポンギ エイスケ 東山高校 京都府 3 7

110 日本大学 10 相川 誉 アイカワ ホマレ 湘南附属高校 神奈川県 2

101 専修大学 8 後藤 世羽 ゴトウ セウ 静岡学園高校 静岡県 1 8

109 大正大学 10 老松 陸斗 オイマツ リクト 愛知工業大学名電高 愛知県 3

101 専修大学 9 渡辺 龍介 ワタナベ リュウスケ 明豊高等学校 大分県 2 9

107 法政大学 7 堀 千馬 ホリ カズマ 愛知工業大学名電高 愛知県 2

101 専修大学 10 稲木 晨悟 イナギ シンゴ 静岡学園高校 静岡県 3 10

106 日本体育大学 8 川上 栞晴 カワカミ カンセイ 松商学園高校 長野県 4

101 専修大学 11 福澤 勇太 フクザワ ユウタ 杜若高校 愛知県 1 11

108 駒澤大学 9 森廣 玄羽 モリヒロ ゲンウ 福井商業高校 福井県 4

101 専修大学 12 神野 翔太 ジンノ ショウタ 明徳義塾高校 高知県 3 12

102 明治大学 17 小笠原 勇斗 オガサワラ ユウト 秋田商業高等学校 秋田県 1

101 専修大学 13 笠井 智衆 カサイ チシュウ 東海大菅生高校 東京都 1 13

104 中央大学 9 小松 隼大 コマツ ハヤト 鶴岡東高校 山形県 1

102 明治大学 1 菅沼 湧輝 スガヌマ ユウキ 大阪桐蔭高 大阪府 4 14

113 慶應義塾大学 3 岡本 優一 オカモト ユウイチ 桐蔭学園高 神奈川県 3

102 明治大学 2 川村 大貴 カワムラ ダイキ 遊学館高校 石川県 3 15

107 法政大学 9 三浦 空 ミウラ ソラ 聖和学園高 宮城県 3



102 明治大学 3 手塚 崚馬 テヅカ リョウマ 明徳義塾高校 高知県 1 16

106 日本体育大学 11 上ケ谷 駿汰 ジョウガタニ シュンタ 浜松修学舎高校 東京都 2

102 明治大学 4 深沢 大陽 フカサワ タイヨウ 浜松修学舎高校 静岡県 3 17

112 國學院大学 6 秋田 悠吾 アキタ ユウゴ 実践学園高校 東京都 3

102 明治大学 5 山本 歩 ヤマモト アユム 出雲北陵高等学校 島根県 1 18

106 日本体育大学 6 河合 優駿 カワイ ユウマ 湘南工科大学附属高校 神奈川県 1

102 明治大学 6 松田 歩真 マツダ アユマ 野田学園高等学校 山口県 1 19

110 日本大学 11 岩間 充晃 イワマ ミツアキ 明豊高校 大分県 1

102 明治大学 7 松下 竜己 マツシタ タツミ 野田学園高校 山口県 3 20

109 大正大学 7 坂本 椋 サカモト リョウ 富田高 岐阜県 1

102 明治大学 8 平賀 龍生 ヒラガ リュウセイ 明豊高校 大分県 1 21

111 埼玉工業大学 5 香取 利熙 カトリ トシヒロ 湘南工科大学附属 神奈川県 3

102 明治大学 9 村松 凛音 ムラマツ リント 長野工業高等学校 長野県 2 22

113 慶應義塾大学 1 田坂 宗次郎 タサカ ソウジロウ 武田高 広島県 2

102 明治大学 10 徳村 優汰 トクムラ ユウタ 宮崎商業高校 宮崎県 3 23

108 駒澤大学 13 小池 龍成 コイケ タツナリ 福島東稜高校 福島県 3

102 明治大学 11 寺下 拓海 テラシタ タクミ 福井商業高等学校 福井県 2 24

110 日本大学 8 小林 直太 コバヤシ ナオタ 埼玉栄 埼玉県 2

103 早稲田大学 1 杉本 和也 スギモト カズヤ 希望が丘高校 東京都 2 25

109 大正大学 5 奥山 堅也 オクヤマ ケンヤ 遊学館高 石川県 2

103 早稲田大学 2 柏 竹琉 カシワ タケル 帝京/EA 東京都 2 26

112 國學院大学 8 吉田 大流 ヨシダ タケル 千葉経済大学付属高校 千葉県 3

103 早稲田大学 3 福田 純大 フクダ ジュンタ 希望が丘高校 福岡県 4 27

108 駒澤大学 7 尾中 翔英 オナカ ショウエイ 埼玉栄高 埼玉県 2

103 早稲田大学 4 荒井 和也 アライ カズヤ 希望が丘高校 東京都 1 28

102 明治大学 16 林 孝哉 ハヤシ タカヤ 明大中野高 東京都 4

104 中央大学 1 橋本 一輝 ハシモト カズキ 愛工大名電高校 愛知県 3 29

113 慶應義塾大学 4 窪田 直希 クボタ ナオキ 慶應義塾高 神奈川県 4

104 中央大学 2 吉田 俊暢 ヨシダ トシナガ 専大北上高校 岩手県 4 30

108 駒澤大学 10 村上 莉羽 ムラカミ リウ 東奥学園高 青森県 4

104 中央大学 3 坂田 修 サカタ シュウ 敦賀高校 福井県 2 31

110 日本大学 9 山下 晃人 ヤマシタ アキト 湘南工科大学付属高校 神奈川県 1

104 中央大学 4 菊地 慎人 キクチ マコト 遊学館高校 石川県 2 32

109 大正大学 8 望月 龍大 モチヅキ リュウダイ 三浦学苑高 神奈川県 3



104 中央大学 7 太田 輝 オオタ ヒカル 愛工大名電高校 愛知県 4 33

106 日本体育大学 5 窪 龍司 クボ リュウジ 明秀学園日立高校 茨城県 3

105 筑波大学 1 田中 虹太朗 タナカ コウタロウ 東山高 京都府 4 34

112 國學院大学 7 猪俣 礼智 イノマタ ライチ 明豊高校 大分県 2

105 筑波大学 2 竹内 佑 タケウチ ユウ 東山高 京都府 3 35

110 日本大学 7 岩本 拓海 イワモト タクミ 明徳義塾高校 高知県 3

105 筑波大学 3 佐藤 祐人 サトウ ヒロト 鶴岡東高 山形県 2 36

108 駒澤大学 12 伊藤 悠理 イトウ ユウリ 福島東稜高 福島県 2

105 筑波大学 4 松本 光史 マツモト コウシ 静岡学園高 静岡県 1 37

102 明治大学 13 向井 慧太 ムカイ ケイタ 北海道科学大学高校 北海道 3

106 日本体育大学 1 永田 佳大 ナガタ ヨシヒロ 希望ヶ丘高校 福岡県 4 38

111 埼玉工業大学 4 恒松 慧 ツネマツ サトイ 野田学園 山口県 3

106 日本体育大学 2 平林 大青 ヒラバヤシ タイセイ 静岡学園高校 静岡県 3 39

110 日本大学 5 片桐 友翔 カタギリ ユウト 新潟産大付属高校 新潟県 4

106 日本体育大学 3 泊 航太 トマリ コウタ 希望ヶ丘高校 福岡県 1 40

108 駒澤大学 8 今永 隼人 イマナガ ハヤト 明徳義塾高校 高知県 3

106 日本体育大学 4 立麻 楽斗 タツマ ガクト 明豊高校 大分県 1 41

104 中央大学 10 矢島 陸斗 ヤジマ リクト 鶴岡東高校 山形県 1

107 法政大学 1 盛武 大悟 モリタケ ダイゴ 野田学園高 山口県 4 42

112 國學院大学 9 相沢 龍士 アイザワ リュウジ 埼玉栄高校 東京都 3

107 法政大学 2 松山 佳樹 マツヤマ ヨシキ 埼玉栄高 埼玉県 4 43

106 日本体育大学 7 芦澤 慶音 アシザワ ケイト 明豊高校 大分県 2

107 法政大学 3 天野 宏哉 アマノ ヒロヤ 湘南工科大学附属高 神奈川県 3 44

103 早稲田大学 5 松本 累 マツモト ルイ 早稲田実業学校高等部 東京都 3

107 法政大学 4 加藤 健太 カトウ ケンタ 日大豊山高 東京都 2 45

112 國學院大学 3 渡辺 凱 ワタナベ ガイ 新潟産業大学附属高校 新潟県 1

107 法政大学 5 髙橋 天馬 タカハシ テンマ 東海大菅生高 東京都 1 46

101 専修大学 15 内田 涼哉 ウチダ リョウヤ 鶴岡東高等学校 山形県 4

108 駒澤大学 1 中橋 敬人 ナカハシ タカト 鶴岡東高校 山形県 3 47

109 大正大学 6 舩山 朝陽 フナヤマ アサヒ 明徳義塾高 高知県 4

108 駒澤大学 2 渡井 丈人士 ワタイ タケトシ 静岡学園高 静岡県 4 48

102 明治大学 18 山腰 洋平 ヤマコシ ヨウヘイ 出雲北陵高等学校 島根県 1

108 駒澤大学 3 相楽 将 サガラ ショウ 帝京安積高校 福島県 1 49

104 中央大学 8 井上 友希 イノウエ トモキ 出雲北陵高校 島根県 2



108 駒澤大学 4 木村 飛翔 キムラ カケル 杜若高校 愛知県 1 50

106 日本体育大学 9 大谷 和 オオタニ カズ 埼玉栄高校 埼玉県 4

108 駒澤大学 5 西村 星哉 ニシムラ セイヤ 浜松修学舎高 静岡県 4 51

107 法政大学 8 内田 柊平 ウチダ シュウヘイ 野田学園高 山口県 1

109 大正大学 1 吉野 圭 ヨシノ ケイ 東海大学菅生高 東京都 4 52

104 中央大学 5 米倉 勝 ヨネクラ マサル 希望が丘高校 福岡県 1

109 大正大学 2 伊佐治 桐人 イサジ キリト 北海道科学大学高 北海道 4 53

111 埼玉工業大学 3 原井 創旦 ハライ ソウタ 鶴岡東高校 山形県 2

109 大正大学 3 加賀美 利輝 カガミ リキ 愛知工業大学名電高 愛知県 3 54

102 明治大学 15 大島 史也 オオシマ フミヤ 愛知工業大学名電高等学校 愛知県 1

109 大正大学 4 浅利 良維 アサリ ライ 遊学館高 石川県 3 55

101 専修大学 14 宮本 大輝 ミヤモト ダイキ 希望が丘高校 福岡県 1

110 日本大学 1 加山 裕 カヤマ ユウ 愛工大名電 愛知県 2 56

112 國學院大学 5 下川原 侑希 シモカワラ ユウキ 埼玉栄高校 埼玉県 1

110 日本大学 2 野崎 佑太 ノザキ ユウタ 杜若高校 愛知県 4 57

104 中央大学 6 佐藤 功志郎 サトウ コウシロウ 松徳学院高校 島根県 3

110 日本大学 3 福山 善哉 フクヤマ ヨシヤ れいめい高校 鹿児島県 4 58

112 國學院大学 4 髙澤 昇平 タカザワ ショウヘイ 東山高校 京都府 1

110 日本大学 4 手塚 大輝 テヅカ タイキ 静岡学園 静岡県 2 59

113 慶應義塾大学 2 林 亮宏 ハヤシ アキヒロ 慶應義塾高 神奈川県 4

111 埼玉工業大学 1 中村 浩二郎 ナカムラ コウジロウ 野田学園高校 山口県 4 60

108 駒澤大学 6 清野 晃大 セイノ アキヒロ 遊学館高 石川県 2

111 埼玉工業大学 2 石沢 克仁 イシザワ カツヒト 聖和学園 宮城県 3 61

102 明治大学 12 松下 幸也 マツシタ トモヤ 宮崎商業高校 宮崎県 3

112 國學院大学 1 鎌倉 将輝 カマクラ マサキ 長野商業高 長野県 4 62

107 法政大学 6 米田 悠 ヨネダ ユウ 富田高 岐阜県 2

112 國學院大学 2 村上 達哉 ムラカミ タツヤ 松商学園高校 長野県 3 63

102 明治大学 14 川口 育寛 カワグチ ナルチカ 松徳高 島根県 4


