
２０２２（Ｒ４）・関東新人戦・女子シングルス・参加者名簿

※この名簿は､２０２２-４／２５現在のものです。

　　登録漏れ、登録間違いなど、何か問題がありましたら、

　　至急、　japan_kanto_sttf@yahoo.co.jp　までご連絡ください。

　　可能な範囲内で対応します。

通し 関東学連 大学名 校内 氏 名 フリ ガナ 出身高 学

No ﾁｰﾑｺｰﾄﾞ 順位 年

1 301 青山学院大学 1 木田 美佑里 キダ ミユリ 桜丘高校 愛知県 1

2 301 青山学院大学 2 北浦 水音 キタウラ ミオ 田園調布雙葉高校 東京都 2

3 301 青山学院大学 3 鈴木 麻由 スズキ マユ 第一学院高等学校 茨城県 1

4 301 青山学院大学 4 戸谷 佐和子 トタニ サワコ 成蹊高等学校 東京都 1

5 302 早稲田大学 1 宮脇 心和子 ミヤワキ シオコ 鳥取敬愛高等学校 鳥取県 1

6 302 早稲田大学 2 深谷 和花 フカヤ ノドカ 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 愛知県 1

7 303 中央大学 1 枝廣 愛 エダヒロ マドカ 就実高校 岡山県 1

8 303 中央大学 2 吉岡 桜子 ヨシオカ サクラコ 正智深谷高校 埼玉県 1

9 303 中央大学 3 香取 位圭 カトリ ミカ 正智深谷高校 埼玉県 1

10 303 中央大学 4 川畑 明日香 カワバタ アスカ 福井商業高校 福井県 1

11 304 専修大学 1 立川 朋佳 タチカワ トモカ 進徳女子高等学校 広島県 1

12 304 専修大学 2 甲斐 萌夏 カイ モエカ 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 愛知県 1

13 304 専修大学 3 陳ケ尾 真子 ジンガオ マコ 和洋国府台女子高等学校 千葉県 1

14 304 専修大学 4 仲本 七虹 ナカモト ナナコ 希望が丘高等学校 福岡県 1

15 304 専修大学 5 木澤 朱音 キザワ アカネ 樹徳高等学校 群馬県 2

16 304 専修大学 6 伊藤 みちる イトウ ミチル 慶成高等学校 熊本県 1

17 304 専修大学 7 幸地 萌香 コウチ モカ 明誠高等学校 島根県 1

18 305 東京富士大学 1 森田 真綾 モリタ マアヤ 鳥取敬愛高校 鳥取県 1

19 305 東京富士大学 2 上野 彩香梨 ウエノ アカリ 富田高校 岐阜県 1

20 305 東京富士大学 3 伊東 みらい イトウ ミライ 磐城第一高校 福島県 1

21 305 東京富士大学 4 原田 優芽 ハラダ ユメ 桜の聖母学院高校 福島県 3

22 305 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 4

23 306 日本大学 1 萩井 菜津子 ハギイ ナツコ 四天王寺高等学校 大阪府 1

24 306 日本大学 2 首藤 美咲 シュドウ ミサキ 希望ヶ丘高校 福岡県 1

25 306 日本大学 3 寺坂 美優 テラサカ ミュウ 就実高校 岡山県 3

26 306 日本大学 4 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 2

27 306 日本大学 5 佐藤 帆華 サトウ ホノカ 横浜隼人高校 神奈川県 1

28 306 日本大学 6 神 桜子 ジン サクラコ 木更津高校 千葉県 1

29 306 日本大学 7 黄 秀鑫 ファン シュウシン 別府溝部学園高等学校 大分県 1

30 306 日本大学 8 伊藤 美咲 イトウ ミサキ 長野商業高校 長野県 3

31 306 日本大学 9 高田 里那 タカダ リナ 木更津総合高等高校 千葉県 2

32 306 日本大学 10 菅澤 杏花里 スガサワ アカリ 武蔵野高校 東京都 3

33 306 日本大学 11 五十嵐 みゆき イガラシ ミユキ 横浜商業高校 神奈川県 1

34 307 筑波大学 1 米田 彩乃 ヨネタ アヤノ 秋田高 秋田県 2

35 308 東洋大学 1 新井 和夏葉 アライ ワカバ 湘南工科大学附属高等学校 神奈川県 1

36 308 東洋大学 2 金本 茉実 カネモト マミ 岩国商業高等学校 山口県 2



37 308 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 3

38 308 東洋大学 4 森下 愛菜 モリシタ アイナ 土佐女子高等学校 高知県 2

39 308 東洋大学 5 佐藤 瑠衣 サトウ ルイ 慶誠高等学校 熊本県 1

40 308 東洋大学 6 加藤 杏菜 カトウ アンナ 華頂女子高等学校 京都府 4

41 308 東洋大学 7 菊池 愛蘭 キクチ アイラ 水沢高等学校 岩手県 4

42 308 東洋大学 8 浦野 涼奈 ウラノ スズナ 正智深谷高等学校 埼玉県 1

43 308 東洋大学 9 手島 和奏 テシマ ワカナ 武蔵野高等学校 東京都 1

44 308 東洋大学 10 岡村 香苗 オカムラ カナエ 札幌大谷高等学校 北海道 1

45 308 東洋大学 11 小林 明日香 コバヤシ アスカ 日本航空高等学校 山梨県 2

46 308 東洋大学 12 江口 詩織 エグチ シオリ 明誠高等学校 島根県 4

47 308 東洋大学 13 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 4

48 308 東洋大学 14 青木 侑生 アオキ ユウ 文化学園大学杉並高等学校 東京都 4

49 309 日本体育大学 1 山下 菜々美 ヤマシタ ナナミ 浜松修学舎高等学校 静岡県 1

50 309 日本体育大学 2 横田 心 ヨコタ ココロ 土佐女子高等学校 高知県 1

51 309 日本体育大学 3 髙橋 紬夢 タカハシ ユメ 遊学館高等学校 石川県 1

52 309 日本体育大学 4 眞木 七夕佳 マキ ナユカ 愛み大瑞穂高等学校 愛知県 1

53 309 日本体育大学 5 横内 玲香 ヨコウチ レイカ 開志国際高校 新潟県 3

54 309 日本体育大学 6 林 美郁 ハヤシ ミク 遊学館高校 石川県 2

55 309 日本体育大学 7 門脇 理那 カドワキ リナ 富田高校 岐阜県 3

56 310 大正大学 1 矢口 絵梨 ヤグチ エリ 真岡女子高等学校 栃木県 3

57 310 大正大学 2 遠藤 優葉 エンドウ ユウハ 横浜隼人高等学校 神奈川県 2

58 310 大正大学 3 石井 日菜 イシイ ヒナ 木更津総合高等学校 千葉県 3

59 310 大正大学 4 洞毛 瑠香 ホラゲ ルカ 木更津総合高校 千葉県 4

60 310 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 2

61 310 大正大学 6 佐川 実玖 サガワ ミク 千葉経済大学附属高等学校 千葉県 2

62 310 大正大学 7 須黒 のどか スグロ ノドカ 明秀日立高等学校 茨城県 3

63 310 大正大学 8 佐々木 美優 ササキ ミユウ 木更津総合高等学校 千葉県 1

64 310 大正大学 9 白土 咲良 シラド サラ 郡山女子大学付属高等学校 福島県 1

65 310 大正大学 10 安齋 妃南子 アンザイ ヒナコ 桜の聖母学院高等学校 福島県 1

66 310 大正大学 11 大野 結香 オオノ ユウカ 星野高等学校 埼玉県 1

67 310 大正大学 12 中村 桃夏 ナカムラ モモカ 日南学園高校 宮崎県 4

68 311 淑徳大学 1 赤川 美沙希 アカガワ ミサキ 日本体育大学桜華高校 東京都 3

69 312 國學院大学 1 加藤 瑞穂 カトウ ミズホ 日本工業大学駒場高等学校 東京都 1

70 312 國學院大学 2 加賀美 恵奈 カガミ エナ 武蔵野高等学校 東京都 1

71 312 國學院大学 3 泉田 和抄 イズミダ カズサ 遊学館高等学校 石川県 1

72 312 國學院大学 4 小野 日花里 オノ ヒカリ 明秀学園日立高等学校 茨城県 3

73 312 國學院大学 5 鈴木 若葉 スズキ ワカバ 桜の聖母学院高等学校 福島県 1

74 312 國學院大学 6 鯨津 萌々子 トキツ モモコ 進徳女子高校 広島県 2

75 312 國學院大学 7 松本 和 マツモト ナゴミ 青藍泰斗高等学校 栃木県 3

76 312 國學院大学 8 木村 真子 キムラ マコ 福島県立橘高等学校 福島県 3

77 312 國學院大学 9 関谷 咲花 セキヤ サイカ 千葉商科大学付属高等学校 千葉県 1

78 313 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 3

79 313 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 2

80 313 東京経済大学 3 武川 遥夏 タケカワ ハルカ 秋草学園高等学校 埼玉県 2

81 313 東京経済大学 4 長又 素楽 ナガマタ ソラ 明治大学付属中野八王子高等学校 東京都 2

82 313 東京経済大学 5 鈴木 愛美 スズキ アミ 秋田商業高等学校 秋田県 4



83 313 東京経済大学 6 前野 佳那子 マエノ カナコ 岩瀬日本大学高等学校 茨城県 2

84 313 東京経済大学 7 田中 梨々花 タナカ リリカ 武蔵野高校 東京都 1

85 313 東京経済大学 8 中村 藍子 ナカムラ アイコ 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 愛知県 1

86 313 東京経済大学 9 一條 杏朱 イチジョウ アンジュ 明誠高校 島根県 1

87 314 東京女子体育大学 1 佐伯 友紀奈 サエキ ユキナ 横浜隼人高等学校 神奈川県 2

88 314 東京女子体育大学 2 生沼 絢美 オイヌマ アヤミ 宇都宮文星女子高等学校 栃木県 3

89 314 東京女子体育大学 3 杉山 美桜 スギヤマ ミオ 秋草学園高等学校 埼玉県 1

90 314 東京女子体育大学 4 青木 実々 アオキ ミミ 慶誠高等学校 熊本県 1

91 314 東京女子体育大学 5 佐藤 琴美 サトウ コトミ 聖和学園高等学校 宮城県 1

92 314 東京女子体育大学 6 兒玉 惟 コダマ ユイ 太田桜台高等学校 東京都 1

93 314 東京女子体育大学 7 菊池 日菜 キクチ ヒナ 五所川原商業高等学校 青森県 1

94 314 東京女子体育大学 8 丸山 澪 マルヤマ ミオ 座間総合高等学校 神奈川県 3

95 314 東京女子体育大学 9 阿部 優月 アベ ユヅキ 横浜創英高等学校 神奈川県 2

96 314 東京女子体育大学 10 岩 小鈴 イワ コスズ 鹿児島城西高等学校 鹿児島県 2

97 314 東京女子体育大学 11 古山 愛梨 フルヤマ アイリ 横浜創英高等学校 神奈川県 1

98 314 東京女子体育大学 12 湯川 春菜 ユカワ ハルナ 相原高等学校 神奈川県 1

99 314 東京女子体育大学 13 佐々木 夏帆 ササキ カホ 品川エトワール女子高等学校 東京都 1

100 316 東海大学 1 矢崎 紀香 ヤザキ ノリカ 山梨県立笛吹高 山梨県 4

101 316 東海大学 2 安本 愛 ヤスモト メグミ 宇都宮文星女子高 栃木県 4

102 316 東海大学 3 江尻 志穂 エジリ シホ 神奈川県立足柄高校 神奈川県 3

103 316 東海大学 4 椎名 萌 シイナ モエ 東海大学附属高輪台高等学校 東京都 1

104 316 東海大学 5 簾内 菫 スノウチ スミレ 北海道釧路江南高等学校 北海道 1

105 318 立教大学 1 畠山 望 ハタケヤマ ノゾミ 東京都文化学園大学杉並高校 東京都 1

106 318 立教大学 2 石川 未華 イシカワ ミカ 真岡女子高校 栃木県 1

107 318 立教大学 3 柴田 百合子 シバタ ユリコ 市川高校 千葉県 3

108 318 立教大学 4 高橋 珠音 タカハシ タマネ 星野高等学校 埼玉県 1

109 319 慶應義塾大学 1 天野 佑理子 アマノ ユリコ 田園調布雙葉高 東京都 4

110 319 慶應義塾大学 2 泉 知花 イズミ チカ 桜蔭学園 東京都 2

111 319 慶應義塾大学 3 大石 侑和 オオイシ ユナ 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 東京都 1

112 320 日本女子体育大学 1 伊藤 愛海 イトウ アミ 慶誠高等学校 熊本県 3

113 320 日本女子体育大学 2 大野 愛未 オオノ マナミ 樹徳高 群馬県 4

114 320 日本女子体育大学 3 長尾 梨香 ナガオ リカ 鳥取敬愛高 鳥取県 4

115 320 日本女子体育大学 4 青木 莉乃 アオキ リノ 都立府中西高校 東京都 3

116 320 日本女子体育大学 5 島貫 紗羽 シマヌキ サヨ 大成女子高等学校 茨城県 3

117 320 日本女子体育大学 6 高橋 明 タカハシ アカリ 東京都立大田桜台高等学校 東京都 1

118 320 日本女子体育大学 7 福岡 詩乃 フクオカ ウタノ 埼玉栄高等学校 埼玉県 1

119 320 日本女子体育大学 8 槙本 優美 マキモト ユウミ 千葉経済大学附属高等学校 千葉県 1

120 320 日本女子体育大学 9 緑川 恵里那 ミドリカワ エリナ 明秀学園日立高等学校 茨城県 1

121 320 日本女子体育大学 10 森野 かえで モリノ カエデ 千葉商科大学付属高等学校 千葉県 1

122 322 帝京大学 1 松尾 斗愛 マツオ トア 都立片倉高校 東京都 4

123 322 帝京大学 2 髙島 初音 タカシマ ハツネ 貞静学園高校 東京都 4

124 322 帝京大学 3 大久保 菖 オオクボ アヤメ 駒澤大学附属苫小牧高等学校 北海道 1

125 323 獨協大学 1 福田 晴菜 フクダ ハルナ 木更津総合高校 千葉県 2

126 323 獨協大学 2 辰己 結萌乃 タツミ ユメノ 北海道札幌大谷高校 北海道 3

127 323 獨協大学 3 高草木 香南 タカクサギ カナン 埼玉県立久喜高等学校 埼玉県 2

128 325 順天堂大学 1 浦 侑穂 ウラ ユキホ 吾妻中央高 群馬県 3



129 325 順天堂大学 2 伊東 心優 イトウ ミユ 富田高等学校 岐阜県 1

130 325 順天堂大学 3 中山 綾乃 ナカヤマ アヤノ 長生高 千葉県 3

131 325 順天堂大学 4 佐野 あいり サノ アイリ 成東高 千葉県 2

132 325 順天堂大学 5 牧吉 夏南 マキヨシ カナン 光ヶ丘女子高等学校 愛知県 1

133 327 明治大学 1 小野 桃寧 オノ モモネ 愛知みずほ大学瑞穂高校 愛知県 1

134 327 明治大学 2 齋藤 裕貴 サイトウ ユウキ 明治大学付属中野八王子高 東京都 3

135 327 明治大学 3 及川 萌愛 オイカワ モエ 都立日野台高校 東京都 1

136 327 明治大学 4 髙橋 ひなた タカハシ ヒナタ 星野高 東京都 3

137 329 創価大学 1 髙橋 結衣佳 タカハシ ユイカ 武蔵野高 東京都 2

138 329 創価大学 2 坂井 藍 サカイ アイ 金沢桜丘高 石川県 2

139 329 創価大学 3 春木 優香 ハルキ ユウカ 仁愛女子高 福井県 4

140 329 創価大学 4 山口 祐歩 ヤマグチ ユウホ 創価高 東京都 4

141 331 千葉商科大学 1 米谷 理奈 ヨネヤ リナ 千葉経済大学附属高校 千葉県 3

142 331 千葉商科大学 2 島谷 佳歩 シマタニ カホ 東京都立大田桜台高校 東京都 3

143 331 千葉商科大学 3 野村 果穂 ノムラ カホ 千葉商科大学附属高校 東京都 3

144 331 千葉商科大学 4 眞瀬木 瑠泉 マセキ ルイ 大田桜台高校生 東京都 2

145 333 高崎経済大学 1 中澤 縁 ナカザワ ユカリ 群馬県立高崎商業高等学校 群馬県 1

146 336 武蔵大学 1 二井原 果音 ニイハラ カノン 武蔵野高校 東京都 3

147 336 武蔵大学 2 三谷 花奈 ミタニ ハナ 星野高校 埼玉県 2

148 336 武蔵大学 3 芦田 清香 アシダ サヤカ 幕張総合高校 千葉県 2

149 337 東京大学 1 富田 有香 トミタ ユウカ 豊島岡女子学園高校 東京都 3

150 337 東京大学 2 角本 優希 カクモト ユウキ 女子学院高校 東京都 3

151 342 立正大学 1 金子 媛香 カネコ ヒメカ 住吉高校 神奈川県 3

152 342 立正大学 2 宮下 再歩子 ミヤシタ サホコ 星野高校 埼玉県 2

153 345 埼玉大学 1 水野 美和 ミズノ ミワ 高岡高校 富山県 3

154 345 埼玉大学 2 青木 望紗 アオキ ミスズ 不動岡高校 埼玉県 1

155 345 埼玉大学 3 安藤 涼香 アンドウ スズカ 伊那北高校 長野県 2

156 345 埼玉大学 4 大塚 真優 オオツカ マユ 小山台高校 東京都 3

157 348 茨城大学 1 中武 彩香 ナカタケ アヤカ 下館一高校 茨城県 3

158 348 茨城大学 2 小林 響 コバヤシ ヒビキ 水戸一高 茨城県 2

159 356 横浜市立大学 1 浅海 渚 アサウミ ナギサ 上田 長野県 3

160 356 横浜市立大学 2 清水 美希 シミズ ミキ 横浜市立南 神奈川県 3

161 356 横浜市立大学 3 郡 明日香 コオリ アスカ 横浜平沼高 神奈川県 3

162 356 横浜市立大学 4 有光 佑衣 アリミツ ユイ 横浜翠嵐高 神奈川県 2

163 360 芝浦工業大学 1 菅原 百香 スガワラ モモカ 武蔵越生高等学校 東京都 2

164 361 明星大学 1 上田 茉奈 ウエダ マナ 柏木学園高校 神奈川県 2

165 361 明星大学 2 遠藤 希来 エンドウ キコ 聖和学園 宮城県 3

166 362 東京農業大学 1 大池 桜月紀 オオイケ サヅキ 松本県ヶ丘高等学校 長野県 3

167 364 東京工業大学 1 馬 伝琪 マ ミキ 豊島岡女子学園高 東京都 1

168 364 東京工業大学 2 堀内 麻帆 ホリウチ マホ 女子学院高校 東京都 2

169 366 法政大学 1 遠藤 桜菜 エンドウ サナ 幕張総合高 千葉県 3


