
大学名：

部長氏名： 藤井 壮浩

監督氏名： 藤井 壮浩 チーム所在地：同上

コーチ： 中島 聡司

学連委員氏名：増田 涼香

トレーナー氏名： 清水 理咲

多田 哲朗

マネージャー氏名：

姓 名

① 横田 紗椰香 よこた　さやか 4・体育学部 裾花中→古川学園高 178 298 センター

2 河村 玲 かわむら　れい 4・文化社会学部 宮ノ陣中→東九州龍谷高 172 280 サイド

3 山口 結可 やまぐち　ゆうか 4・体育学部 八王子実践中→八王子実践高 165 278 セッター

4 大口 晶蘭 おおぐち　あきら 4・体育学部 中里中→帝京長岡高 183 295 センター

5 山村 涼香 やまむら　すずか 4・体育学部 北東中→東海大付甲府高 175 299 センター

6 浅野 櫻子 あさの　さくら 4・体育学部 稙田南中→東九州龍谷高 174 286 センター

7 山根 茉唯加 やまね　まゆか 4・体育学部 次郎丸中→西日本短大附高 172 286 サイド

8 吉田 愛梨 よしだ　あいり 4・文化社会学部 柿生中→東海大付相模高 163 263 リベロ

9 伊藤 麻緒 いとう　まお 3・体育学部 賤機中→富士見高 178 288 センター

10 原 結実香 はら　ゆみか 3・体育学部 博多女中→東九州龍谷高 175 284 センター

11 山下 晴奈 やました　はるな 3・体育学部 福井工大附福井中→福井工大附福井高 171 281 サイド

12 今西 美夏 いまにし　みなつ 3・文化社会 豊里中→西邑楽高 170 276 セッター

13 村中 胡水 むらなか　くるみ 3・体育学部 第七中→鎮西高 169 288 サイド

15 中田 美緒 なかた　みお 3・体育学部 平塚ろう学校中→平塚ろう学校高 164 270 セッター

16 川畑 遥奈 かわばた　はるな 3・体育学部 梅林中→京都橘高 162 269 リベロ

17 中川 つかさ なかがわ　つかさ 3・体育学部 金蘭会中→金蘭会高 159 256 セッター

18 長友 真由 ながとも　まゆ 2・体育学部 檍中→延岡学園高 175 293 サイド

19 宮部 愛芽世 みやべ　あめぜ 2・体育学部 金蘭会中→金蘭会高 173 294 サイド

20 佐々木 遥子 ささき　はるこ 2・体育学部 松戸四中→市立船橋高 171 288 サイド

21 村岡 菜美 むらおか　なみ 2・体育学部 田名中→東海大付相模高 171 288 サイド

22 酒井 陽 さかい　みなみ 2・体育学部 基山中→鳥栖商高 171 286 サイド

23 田中 楓 たなか　かえで 2・体育学部 鹿島西部中→鹿島実高 168 277 セッター

24 長澤 わかな ながさわ　わかな 2・体育学部 御成中→東海大付相模高 164 266 リベロ

25 吉田 鈴奈 よしだ　すずな 2・体育学部 志徳中→東九州龍谷高 158 263 リベロ

26 福田 文香 ふくだ　あやか 1・体育学部 長沢中→川崎橘高 173 286 センター

27 上原 彩華 うえはら　あやか 1・体育学部 稲田中→東海大付相模高 173 271 センター

28 佐々木 南帆 ささき　なほ 1・体育学部 南が丘町中→盛岡誠桜高 169 287 サイド

29 原 花穏 はら　かのん 1・体育学部 大崎中→郡山女大附高 167 282 セッター

30 瀧澤 真里奈 たきざわ　まりな 1・体育学部 東山田中→東海大付相模高 160 251 リベロ

TS 熱田 乃梨子 あつた　のりこ 2・文学部 中原中→八王子実践高 154 0 TS（マネージャー）

東海大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高 ポジションふりがな

渡辺　杏奈

大原 瑞希

身長 最高到達点

主将氏名：横田 紗椰香

バレーボールリーグ戦エントリー届
２０２１年度春季関東大学　　女子　　１部

大学所在地：〒２５９ー１２９２　神奈川県平塚市北金目4−１ー１

審判資格保持者：大原 瑞希　　　　　　　　　（　C級）

審判資格保持者：吉田 愛梨　　　　　　　　　（　C級）

審判指導講習会参加者氏名：



TS 柳生 葉月 やぎゅう　はづき 3・体育学部 飯島中→東海大付諏訪高 163 0 TS（アナリスト）

TS 下野 月葉 しもの　つきは 2・文化社会学部 金蘭会中→金蘭会高 167 0 TS（アナリスト）

TS 冨所 凪沙 とみどころ　なぎさ 4・体育学部 北陽中→鶴嶺高 159 0 TS（トレーナー）

TS 山田 蓮士 やまだ　れんし 2・文化社会学部 南箕輪中→東海大付諏訪高 167 0 TS（トレーナー）

TS 増田 涼香 ますだ　すずか 2・体育学部 中沢中→伊勢原高 166 0 TS（学連）



大学名：

部長氏名： 左近 豊

監督氏名： 秋山 美幸

コーチ： 生瀬 良造

0 0

トレーナー氏名： 行成 沙織

0 0

マネージャー氏名：

姓 名

① 山中 宏予 やまなか　ひろよ 4年・法学部 大和中→細田学園高 180 311 センター

2 二宮 香菜 にのみや　かな 4年・文学部 若草中→増穂商高 174 292 レフト

3 比金 有紀 ひがね　ゆうき 4年・文学部 大崎中→東九州龍谷高 174 280 セッター

4 安久津 実夢 あくつ　みゆ 4年・総合文化政策学部 三山中→柏井高 168 288 サイド

5 花澤 佳奈 はなざわ　かんな 4年・経済学部 文京学院大女中→文京学院大女高 168 276 セッター

6 佐藤 彩乃 さとう　あやの 4年・総合文化政策学部 松ヶ丘中→敬愛学園高 164 282 セッター

7 村松 美月 むらまつ　みづき 3年・国際政治経済学部 成田西中→柏井高 178 289 センター

8 住田 帆志乃 すみだ　ほしの 3年・文学部 八王子実践中→八王子実践高 174 286 レフト

9 山﨑 樹 やまさき　いつき 3年・総合文化政策学部 北沢中→下北沢成徳高 164 279 サイド

10 齋藤 里紗子 さいとう　りさこ 3年・社会情報学部 大津中→横須賀大津高 163 272 リベロ

11 依田 茉衣子 よだ　まいこ 3年・経営学部 北沢中→下北沢成徳高 160 271 リベロ

12 井上 芙香 いのうえ　ふうか 3年・法学部 福島第三中→郡山女大附高 158 269 リベロ

13 北林 桃佳 きたばやし　ももか 2年・総合文化政策学部 尚学館中→延岡学園高 176 298 レフト

14 勝又 心 かつまた　こころ 2年・法学部 布袋中→岡崎学園高 169 283 セッター

15 山田 華子 やまだ　かこ 2年・総合文化政策学部 桜が原中→九州文化学園高 160 275 リベロ

16 平 ヴィヴィアン　チディンマたいら　ゔぃゔぃあん　ちでぃんま1年・国際政治経済学部 湯本中→都市大塩尻高 182 300 センター

17 谷島 花虹 やじま　かこ 1年・経営学部 八郷中→下北沢成徳高 176 295 ライト

18 鉾久 香凛 むく　かりん 1年・法学部 大社中→氷上高 173 290 セッター

19 高橋 美鈴 たかはし　みすず 1年・総合文化政策学部 文京学院大女中→文京学院大女高 172 290 ライト

20 エドックポロ かれん えどっくぽろ　かれん 1年・文学部 大和中→奈良文化高 171 295 レフト

21 小原 凜乃 おはら　りの 1年・コミュニティ人間科学部 下館西中→水戸女高 166 285 レフト

22 渡邉 百香 わたなべ　ももか 1年・コミュニティ人間科学部 上尾西中→昌平高 163 275 ライト

出身中→高

チーム所在地：〒150-8366　　　　東京都渋谷区渋谷4-4-25  

学連委員氏名：須藤　綾乃

審判資格保持者：　須藤　綾乃　　（C級）

審判資格保持者：　　齋藤　里紗子　（C級）

審判指導講習会参加者氏名：

ポジション学年・学部ふりがな

須藤　綾乃

最高到達点身長

主将氏名：山中　宏予

２０２１年度春季関東大学　女子　1部
バレーボールリーグ戦エントリー届

大学所在地：〒150-8366　東京都渋谷区渋谷4-4-25青山学院大学

背番号
選 手 氏 名



大学名：

部長氏名： 湯澤 芳貴

監督氏名： 湯澤 芳貴

コーチ： ゼッターランド ヨーコ

0 0

トレーナー氏名： 山崎 れな

0 0

マネージャー氏名：

姓 名

① 藤井 寧々 ふじい　ねね 4年・体育学部 呉羽中→富山第一高 165 278 サイド

2 戸室 舞優 とむろ　まゆ 4年・体育学部 港南台第一中→大和南高 150 230 リベロ

3 瀬良 桂都 せら　けいと 4年・体育学部 御成中→大和南高 173 275 センター

4 松山 璃星 まつやま　りせ 4年・体育学部聖和女子学院中→聖和女学院高163 271 サイド

5 佐藤 黎香 さとう　れいか 3年・体育学部 江刺東中→盛岡誠桜高 175 290 センター

6 塩崎 葵葉 しおざき　あおば 3年・体育学部近江兄弟社中→富山第一高 175 290 センター

7 今西 璃里 いまにし　りり 3年・体育学部 坪井中→市立船橋高 170 275 センター

8 加藤 天海 かとう　あまみ 3年・体育学部 聖望学園中→聖望学園高 167 275 サイド

9 黒鳥 奈々美 くろとり　ななみ 3年・体育学部 与野西中→大宮東高 164 275 サイド

10 柴山 七海 しばやま　ななみ 3年・体育学部 西中→細田学園高 160 275 サイド

11 伊藤 莉菜 いとう　りな 3年・体育学部 太平中→三島南高 160 275 セッター

12 石山 実怜 いしやま　みれい 2年・体育学部文京学院大学女中→文京学院大学女高165 270 セッター

13 高橋 凜 たかはし　りん 2年・体育学部松戸市立第四中→富山第一高160 280 リベロ

14 一瀬 りさ いちのせ　りさ 2年・体育学部 押原中→増穂商業高 159 285 リベロ

15 稲田 心蕗 いなだ　こころ 1年・体育学部 奥田中→富山第一高 165 275 セッター

16 谷畑 千咲 たにはた　ちさき 1年・体育学部 富山北部中→富山第一高 164 280 サイド

17 浮ヶ谷 夏未 うきがや　なつみ 1年・体育学部 淑徳ＳＣ中→三重高 173 285 サイド

18 山口 結実子 やまぐち　ゆみこ 1年・体育学部 汐見台中→川崎橘高 172 279 セッター

19 瀧澤 萌瑠 たきざわ　もえる 1年・体育学部 辰野中→田川高 170 278 サイド

20 土田 優直 つちだ　ゆうな 1年・体育学部文京学院大学女中→文京学院大学女高169 279 サイド

21 木内 寧音 きうち　ねね 1年・体育学部文京学院大学女中→文京学院大学女高158 260 リベロ

22 鈴木 歩美 すずき　あゆみ 1年・体育学部 相武台中→伊勢原高 153 250 リベロ

23 古川 真衣 ふるかわ　まい 1年・体育学部 川越東中→市立川越高 167 278 サイド

24 諸田 七海 もろた　ななみ 1年・体育学部 富士見中→西邑楽高 166 275 サイド

25 高田 帆南 たかだ　ほなみ 1年・体育学部 胆沢中→花巻南高 165 261 サイド

26 大舘 栞 おおだて　しおり 3年・体育学部 六会中→横浜隼人高 161 0 サイド

27 小林 彩乃 こばやし　あやの 3年・体育学部 小松川三中→江戸川高 156 0 リベロ

28 地齋 詩響 ちさい　うたね 3年・体育学部 小松中→昭和第一高 156 0 サイド

29 平田　 圭織 ひらた　かおり 3年・体育学部 新松戸南中→中央学院高 165 0 サイド

30 山﨑 彩花 やまざき　あやか 3年・体育学部 蓮田中→大宮東高 160 0 セッター

出身中→高

チーム所在地：〒157-0061　東京都世田谷区北烏山8-19-1

学連委員氏名：水野　寛子

審判資格保持者：　　　　　　　宮澤　凪南　　　　　　（　Ｃ　級）

審判資格保持者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　級）

審判指導講習会参加者氏名：

主将氏名：　　藤井　寧々

学年・学部 ポジションふりがな

篠原　美由

身長 最高到達点

２０２１年度春季関東大学　　女子　　1部
バレーボールリーグ戦エントリー届

大学所在地：〒157-0061東京都世田谷区北烏山8-19-1日本女子体育大学

背番号
選 手 氏 名



31 村上 美緒 むらかみ　みお 3年・体育学部 用賀中→高島高 171 0 サイド

32 大森 千桜 おおもり　ちお 2年・体育学部 大井西中→市立川越高 163 0 サイド

33 岡島 麗子 おかじま　りこ 2年・体育学部長沢中→日本女子体育大学附属二階堂高155 0 サイド

34 岡田 彩桜 おかだ　あみ 2年・体育学部 生浜中→土気高 164 0 サイド

35 山田 悠花 やまだ　はるか 2年・体育学部 創英中→横浜創英高 155 0 リベロ

37 泉瀧 佳奈 いずみたき　かな 4年・体育学部 城南中→坂田高 153 0 ＴＳ

39 筑井 麻衣 つくい　まい 4年・体育学部 伊勢崎三中→伊勢崎高 162 0 ＴＳ

40 宮澤 凪南 みやざわ　ななみ 3年・体育学部 裾花中→富山第一高 166 0 ＴＳ

41 米沢 あすか よねざわ　あすか 3年・体育学部 平塚大野中→伊勢原高 157 0 ＴＳ

42 水野 寛子 みずの　ひろこ 3年・体育学部 富士見中→富士見高 160 0 ＴＳ

43 亀澤 瑠夏 かめざわ　るな 2年・体育学部 鶴牧中→佼成学園高 158 0 ＴＳ

44 松井 もも まつい　もも 2年・体育学部 広沢中→太田東高 164 0 ＴＳ

45 河野 ひかり こうの　ひかり 1年・体育学部 鎌ケ谷四中→柏井高 160 0 ＴＳ



大学名：

部長氏名： 黒須 充

監督氏名： 濱野 光之

コーチ： 井上 謙

勝呂　 不三夫

トレーナー氏名： 前澤 陽見

0 0

マネージャー氏名：

姓 名

1 古市 梨乃 ふるいち　りの スポ・スポ 羽曳が丘中→四天王寺高 170 283 レフト

2 岡部 美優 おかべ　みゆう スポ・スポ 太田市東中→西邑楽高 165 268 セッター

3 酒井 涼夏 さかい　すずか スポ・スポ 福井工大中→福井工大高 163 270 レシーバー

4 杉本 舞 すぎもと　まい スポ・健康 北信中→利府高 159 252 レシーバー

5 石橋 梨沙 いしばし　りさ スポ・スポ 旭市第二中→千葉敬愛高 162 264 レシーバー

6 河内 真悠 かわうち　まゆ スポ・健康 乙中→米沢中央高 172 282 センター

7 望月 美佑 もちづき　みゆ スポ・マネ 駿台学園中→川崎橘高 167 277 レフト

8 東城 美有紀 とうじょう　みゆき スポ・健康 裾花中→富山第一高 157 253 セッター

9 澤田 ひかり さわだ　ひかり スポ・スポ 幕張西中→薬園台高 165 272 レフト

10 渡邊 紫音 わたなべ　しおん スポ・健康 下吉田中→吉田高 162 267 レフト

12 細田 彩加里 ほそだ　あかり スポ・スポ 印旛中→四街道高 155 249 レシーバー・TS

13 伊藤 七望 いとう　ななみ スポ・健康中之口中→東京都市大塩尻高173 277 センター

14 狩野 亜衣 かのう　あい スポ・健康 蒲町中→東京都市大塩尻高 173 286 センター

15 村野 可歩 むらの　かほ スポ・スポ 中根台中→土浦日本大学高 172 277 レフト・ライト

16 滝田 遥菜 たきた　はるな スポ・健康 南城中→盛岡誠桜高 170 270 セッター

17 工藤 理央 くどう　りお スポ・スポ PL学園中→四天王寺高 167 281 レフト

18 舩田 璃々香 ふなだ　りりか スポ・健康中根台中→國學院栃木大學栃木高159 270 リベロ

19 小池 菜々美 こいけ　ななみ スポ・健康 河口湖南中→吉田高 170 276 レフト・TS

20 池﨑 桃子 いけざき　ももこ スポ・スポ 能登香島中→七尾高 167 275 ライト

21 濱田 仁美 はまだ　ひとみ スポ・スポ 勝山中→松山南高 163 261 レシーバー・TS

22 佐藤 莉子 さとう　りこ スポ 甲府市南中→八王子実践高 176 290 センター

23 吉村 優花 よしむら　ゆうか スポ 越知中→高知高 175 0 レフト

24 林 蘭和 はやし　らんな スポ 潟上中→誠英高 170 286 レフト・センター

25 児玉 奈津美 こだま　なつみ スポ 交野第一中→金蘭会高 167 283 ライト

26 水江 未来 みずえ　みく スポ 実践学園中→実践学園高 172 0 レフト・ライト

TS 大鹽 真樹 おおしお　まき スポ・スポ 雙葉中→雙葉高 0 0 TS

TS 田中 萌 たなか　もえ スポ・マネ 宮ノ原中→鹿沼東高 172 0 TS

TS 片川 蓮 かたがわ　れん スポ・スポ 造道中→青森東高 162 0 TS

TS 山崎 萌々香 やまさき　ももか スポ・スポ 高知学芸中→高知学芸高 156 0 TS

TS 平間 千晴 ひらま　ちはる スポ・健康 松戸第二中→国府台高 0 0 TS

２０２１年度春季関東大学　　女子　　1部
バレーボールリーグ戦エントリー届

大学所在地：千葉県印西市平賀学園台1－1

チーム所在地：〒270-1695
千葉県印西市平賀学園台1－1

ポジションふりがな

田中　萌

順天堂大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

学連委員氏名：大鹽　真樹

審判資格保持者：　　　　　　　　田中　萌　　　　　　　（C級）

審判資格保持者：　　　　　　　　澤田　ひかり　　　　 （C級）

審判指導講習会参加者氏名：

主将氏名：古市　梨乃

身長 最高到達点



大学名：

部長氏名： 中西 康己

監督氏名： 中西 康己

コーチ： 湯浅 暁子

0 0

トレーナー氏名： 山元 勇樹

0 0

マネージャー氏名：

姓 名

① 高間 来瞳 たかま　くるみ 4年・体育専門学群 常磐中→岡崎学園高 178 295 アウトサイド

2 谷内 美紅 たにうち　みく 4年・体育専門学群 兼六中→金沢商高 185 298 ミドル

3 福井 陽香 ふくい　ひのか 4年・体育専門学群 法政大学中→法政大高 172 276 リリーフ

4 磯谷 実紅 いそがい　みく 3年・体育専門学群 稲羽中→大阪国際滝井高 174 282 アウトサイド

5 倉田 朱里 くらた　しゅり 3年・体育専門学群 駿台学園中→駿台学園高 169 280 セッター

6 成田 梓乃 なりた　しの 3年・体育専門学群 尾上中→弘前中央高 172 271 アウトサイド

7 野津 亜珠佳 のづ　あすか 3年・体育専門学群 龍野西中→龍野高 171 282 アウトサイド

8 早川 京美 はやかわ　きょうみ 3年・体育専門学群 安城南中→岡崎学園高 172 288 アウトサイド

9 石原 果林 いしはら　かりん 2年・体育専門学群 依佐美中→岡崎学園高 174 289 ミドル

10 大山 遼 おおやま　はるか 2年・体育専門学群 就実中→就実高 176 286 ミドル

11 佐藤 淑乃 さとう　よしの 2年・体育専門学群 松ヶ丘中→敬愛学園高 176 295 アウトサイド

12 徳永 桜 とくなが　さくら 2年・体育専門学群 大瀬戸中→長崎北陽台高 160 264 リリーフ

13 森本 寛子 もりもと　ひろこ 2年・体育専門学群 松任中→金沢桜丘高 166 280 リリーフ

14 近藤 なつみ こんどう　なつみ 1年・体育専門学群 裾花中→氷上高 169 280 セッター/アウトサイド

15 中村 悠 なかむら　はるか 1年・体育専門学群 美浜中→三重高 150 236 リベロ

16 門田 湖都 もんた　こと 1年・体育専門学群 可部中→広島桜が丘高 166 285 セッター/アウトサイド

審判指導講習会参加者氏名：野津亜珠佳、成田梓乃、徳永桜、森本寛子

主将氏名：高間来瞳

ポジションふりがな 学年・学部 身長 最高到達点出身中→高

学連委員氏名：徳永桜

審判資格保持者：福井陽香　　　　　　　　　（　C　級）

審判資格保持者：　　　　　　　　　　　　　　　（　　級）

２０２１年度春季関東大学　女子　　1部
バレーボールリーグ戦エントリー届

大学所在地：〒305-8577 茨城県つくば市天王台1-1-1

チーム所在地：同上

筑波大学

背番号
選 手 氏 名



大学名：

部長氏名： 山本 健之

監督氏名： 根本 研

コーチ： 0 0

0 0

トレーナー氏名：

鈴木 祥子

マネージャー氏名：

姓 名

① 塩出 仁美 しおで　ひとみ 4・体育 江別市立中央中→札幌山の手高173 284 セッター

2 吉田 京香 よしだ　きょうか 4・体育 銀河学院中→誠英高 175 288 サイド

3 菊地　 実結 きくち　みゆ 4・体育 松戸四中→共栄学園高 174 290 センター

4 岳野 ひかる たけの　ひかる 4・体育 聖和女学院中→九州文化学園高166 279 サイド

6 貝塚 穂 かいづか　みのり 4・体育 中之口中→土浦日大高 155 270 リベロ

7 中鋪 杏奈 なかしき　あんな 4・体育青山学院横浜英和中→青山学院横浜英和高156 学連

8 江藤 綾香 えとう　あやか 3・体育 牛津中→佐賀清和高 178 292 センター

9 目黒 愛梨 めぐろ　あいり 3・体育 郡山第二中→郡山女大附高 172 289 サイド

10 大村 季色 おおむら　きいろ 3・体育 松戸四中→市立船橋 170 285 サイド

12 大谷 夏希 おおたに　なつき 3・体育 出水中→熊本信愛女学院高 161 268 セッター

13 西行 米 さいぎょう　まい 3・体育 港南台中→川崎橘高 158 270 リベロ

14 石倉 沙姫 いしくら　さき 2・体育 天王寺川中→京都橘高 174 293 サイド

15 丸岡 夕莉 まるおか　ゆうり 2・体育 諸富中→佐賀清和高 170 290 サイド

16 村田 果捺 むらた　かな 2・体育 共栄学園中→共栄学園高 170 287 サイド

17 宮脇 妃世 みやわき　ひよ 2・体育 呉羽中→富山第一高 168 293 センター

18 福原 蒼生 ふくはら　あおい 2・体育 廿日中→安田女子高 167 280 サイド

19 船戸 晴香 ふなと　はるか 2・体育 諫早中→九州文化学園高 163 270 リベロ

20 佐々木 優美 ささき　ゆみ 2・体育 安浦中→敬愛学園高 165 アナリスト

21 鈴木 汐理 すずき　しおり 2・スポーツマネジメント芝山中→習志野高 167 学連

22 李 想 り　そう 1・体育 共栄学園中→共栄学園高 182 290 センター

23 呂比須 理沙 ろぺす　りさ 1・体育 高富中→九州文化学園高 176 298 センター

24 尾崎　 萌 おざき　もえ 1・体育 内部中→津商高 175 297 サイド

25 廣瀬 美音 ひろせ　みおん 1・体育 帯広緑園中→札幌山の手高 173 301 サイド

26 中野 康羽 なかまち　やすは 1・体育 大安中→京都橘高 171 287 サイド

27 福田 茜 ふくだ　あかね 1・体育 佐波中→誠英高 170 285 サイド

28 鶴谷 純華 つるがい　すみか 1・体育 毛野中→西邑楽高 168 269 アナリスト

29 袋 日星 ふくろ　にいせ 1・体育 佐沼中→敬愛学園高 165 275 セッター

30 竹内 桜 たけうち　さくら 1・体育 共栄学園中→共栄学園 160 255 リベロ

31 井上 七海 いのうえ　ななみ 4・体育 超知中→高知西高 166 マネージャー

32 黒岩 かのん くろいわ　かのん 4・体育 土佐女中→高知西高 167 278 サイド

33 平澤 美穂 ひらさわ　みほ 4・体育 新栄中→東京成徳高 172 273 サイド

34 林 美里 はやし　みさと 4・児童スポーツ 旭第二→植草学園大附 154 247 レシーバー

35 松島 愛奈 まつしま　あいな 4・保健医療 大森第三中→日体荏原高 164 270 サイド

36 坂田 初芽 さかた　はじめ 4・スポーツマネジメント与野西中→大宮東高 157 262 レシーバー

37 梅澤 風伽 うめざわ　ふうか 3・体育 有明中→文京高 162 269 サイド

38 久家 真優 くげ　まゆ 3・体育 志村第二中→東京成徳高 157 263 サイド

審判資格保持者：　　　　　　　　　　　　　　　（　　級）

審判指導講習会参加者氏名：増田　朱音、香川　菜乃花、大谷　夏希、宮脇　妃世、福原　蒼生

主将氏名：塩出　仁美

日本体育大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

２０２１年度春季関東大学　女子　　１部
バレーボールリーグ戦エントリー届

大学所在地：〒158-8508　東京都世田谷区深沢7－1－1

チーム所在地：〒158-8508　東京都世田谷区深沢7－1－1

学連委員氏名：中鋪　杏奈、鈴木　汐理

審判資格保持者：　　　　　　　　　　　　　　　（　　級）

ポジションふりがな

香川　菜乃花

増田　朱音

身長 最高到達点



39 宮坂 菜帆子 みやさか　なほこ 3・体育 梓川中→松本蟻ケ崎高 158 264 サイド

40 今井 凛 いまい　りん 3・児童スポーツ 富沢中→盛岡誠桜高 164 262 セッター

41 細江 千紗 ほそえ　ちさ 3・児童スポーツ 旭丘中→京都光華高 152 253 レシーバー

42 高橋 若葉 たかはし　わかば 3・児童スポーツ行田中→植草学園大附高 159 261 セッター

43 松本 すず まつもと　すず 3・スポーツ文化 味岡中→名城大附高 169 277 サイド

44 平田 真菜実 ひらた　まなみ 3・ライフマネジメント荏田南中→日体荏原高 158 269 サイド

45 小川 紗椰 おがわ　さや 2・体育 旭が丘中→浜松日体高 156 265 レシーバー

46 関谷 莉紗 せきや　りさ 2・体育 塩田中→上田染谷高 155 251 レシーバー

47 村上 幸奈 むらかみ　ゆきな 2・体育 南部中→浜松日体高 163 265 サイド

48 八木 一翠 やぎ　ひとみ 2・体育 十文字中→十文字高 164 267 サイド

49 馬場 琴未 ばば　ことみ 2・体育 府中第五中→府中高 167 272 サイド

50 石井 小由季 いしい　こゆき 2・スポーツ文化 富士見台中→荏原高 164 279 サイド



大学名：

部長氏名： 川又 祐

監督氏名： 大西 真紀子

コーチ： 畠山 遥

0 0

トレーナー氏名： 関根 星介

0 0

マネージャー氏名：

姓 名

① 角田 あかり かくだ　あかり ４年・経済 大崎中→富山第一高 167 286 ライト

2 Buisa Nlandu  Jessica ブイサ　ンランドゥ　ジェシカ 4年・スポーツ科 小杉南中→高岡第一高 174 295 レフト

3 島田 真衣 しまだ　まい 4年・文理 台原中→駒場高 174 283 ライト

4 泉 朋佳 いずみ　ともか 4年・文理 土気南中→柏井高 166 276 レフト

5 筧 凪紗 かけい　なぎさ 4年・経済 水橋中→富山商高 165 275 レフト

6 宗像 恵加 むなかた　あやか 4年・法 網走市立第三中→旭川実高 165 - リベロ

7 小保方 彩季 おぼかた　あき ４年・文理 日大三中→日大三高 164 271 レフト

8 井上 玲央奈 いのうえ　れおな 3年・文理 西の原中→柏井高 176 285 センター

9 羽富 千尋 はとみ　ちひろ 3年・スポーツ科上祖師谷中→東京立正高 173 288 センター

10 高橋 千穂 たかはし　ちほ 3年・文理 東仙台中→下北沢成徳高 173 286 セッター

11 福島 雛子 ふくしま　ひなこ 3年・スポーツ科 北沢中→下北沢成徳高 169 288 レフト

12 丸山 萌莉 まるやま　もえり 3年・商 和合中→高岡商高 168 285 サイド

13 梅川 愛里 うめかわ　あいり 3年・スポーツ科 北沢中→下北沢成徳高 165 282 ライト

14 佐藤 夕花 さとう　ゆか 3年・スポーツ科 中伊豆中→三島南高 164 275 レフト

15 吉沢 智美 よしざわ　ともみ 3年・商 翔凛中→柏井高 164 270 セッター

16 高橋 里奈 たかはし　りな 3年・商 小岩第二中→敬愛学園高 159 - レシーバー

17 吉田 千夏 よしだ　ちか 3年・商 東京立正中→東京立正高 157 268 セッター

18 高橋 蒼未 たかはし　あみ 2年・法 陵西中→米沢中央高 186 296 センター

19 村井 理桂 むらい　りか 2年・商 千倉中→敬愛学園高 173 289 レフト

20 上村 優奈 うえむら　ゆうな 2年・文理 豊国中→岡崎学園高 168 278 レフト

22 佐藤 花優 さとう　はゆ 2年・スポーツ科北犬飼中→國學院大学栃木高165 278 セッター

23 岩田 夏奈 いわた　かな 2年・文理 国立第三中→駒場高 165 283 ライト

24 小川 未空 おがわ　みく 2年・スポーツ科 有明中→藤村女子高 164 281 ライト

25 中山 茉琳 なかやま　まりん 2年・文理 北沢中→下北沢成徳高 163 275 セッター

28 田邉 彩七 たなべ　あやな 2年・文理 三条第三中→富山第一高 171 283 センター

29 坂 ほのか さか　ほのか 2年・危機管理 札幌大谷中→札幌大谷高 170 277 レフト

30 池田 結月 いけだ　ゆづき 2年・危機管理依田窪南部中→高崎商科大学附属高155 - リベロ

31 長谷部 奈香 はせべ　なか 1年・文理 末吉中→市立橘高 174 295 センター

32 清野 真央 きよの　まお 1年・スポーツ科 奈良中→日大三高 172 285 レフト

33 生井澤 心 なまいざわ　こころ 1年・文理 大野中→水戸女子高 171 278 センター

最高到達点ふりがな

渡辺　桃叶

高橋　玲菜

身長

主将氏名：角田　あかり

２０２１年度春季関東大学　女子　１部
バレーボールリーグ戦エントリー届

大学所在地：東京都千代田区九段南4-8-24

チーム所在地：〒156-0056
             　　　世田谷区八幡山2-10-2 アスレティックセンター八幡山

審判指導講習会参加者氏名：

審判資格保持者：島田　真衣（C 級）

ポジション

審判資格保持者：小保方　彩季（C 級）

学連委員氏名：中澤　采巳

日本大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高



34 畑 葵 はた　あおい 1年・法 榛原中→静岡富士見 169 286 ライト

35 遠藤 陽奈 えんどう　ひな 1年・文理 鳥取西中→旭川実高 169 288 レフト

36 木田 遥香 きだ　はるか 1年・スポーツ科平第一中→郡山女子大学附属高167 284 サイド

37 杉尾 結 すぎお　ゆい 1年・文理 北浦中→水戸女子高 165 270 セッター

38 山田 真唯子 やまだ　まいこ 1年・スポーツ科 安城南中→岡崎学園高 163 - リベロ

39 浦野 遥 うらの　はるか 1年・文理 北沢中→下北沢成徳高 161 - リベロ

40 望月 優希 もちづき　ゆうき 1年・スポーツ科 徳地中→誠英高 162 278 セッター

41 渡邉 千尋 わたなべ　ちひろ 1年・スポーツ科 大穴中→市立船橋高 160 - リベロ

42 植田 春香 うえだ　はるか 1年・スポーツ科 佐久穂中→松商学園高 159 - リベロ

43 千足 彩夏 ちあし　あやか 1年・商 陽南中→市立川越高 158 265 セッター

44 渡邊 あみ わたなべ　あみ 1年・文理 泉中→小平高 153 - リベロ

TS 中澤 采巳 なかざわ　あみ 4年・商 幕張中→習志野高 150 - TS



大学名：

部長氏名： 今丸 好一郎

監督氏名： 今丸 好一郎

コーチ：

0 0

トレーナー氏名：

0 0

マネージャー氏名：

姓 名

① 久保 あゆみ くぼ　あゆみ ４・体育 城東中→関根学園高 174 285 サイド

2 田貝 明日香 たがい　あすか ４・体育 上田三中→松商学園高 161 270 セッター

3 飯島 穂波 いいじま　ほなみ ４・体育 宮原中→越谷南高 153 230 レシーバー

4 市川 みう いちかわ　みう ４・体育 三鷹七中→日野高 171 270 サイド

5 牛島 優衣 うしじま　ゆい ４・体育 下館西中→大成女高 164 278 レシーバー

6 岡﨑 桜 おかざき　さくら ４・体育 土佐女中→土佐女高 155 245 レシーバー

7 須藤 有希 すどう　ゆうき ４・体育 築館中→古川高 165 269 サイド

8 前原 那菜 まえはら　なな ４・体育 鎌倉中→高崎女高 175 287 サイド

9 森永 未紗 もりなが　みさ ４・体育 城南中→熊本信愛高 167 277 センター

10 吉田 奈菜 よしだ　なな ４・体育 郡山四中→郡山東高 165 270 レシーバー

11 足立 溜奈 あだち　るな ３・体育 青垣中→氷上高 176 291 センター

12 川野 綾子 かわの　あやこ ３・体育 峰山中→土浦日大高 168 283 セッター

13 木住野 恵美 きしの　めぐみ ３・体育 文大杉並中→文大杉並高 162 265 レシーバー

14 髙佐 風梨 こうさ　ふうり ３・体育 天理北中→奈良女高 164 273 セッター

15 小比賀 由奈 こひが　ゆうな ３・体育 梅林中→長良高 162 275 レシーバー

16 相良 彩音 さがら　あやね ３・体育 久井中→進徳女高 166 270 サイド

17 中嶋 美玖 なかじま　みく ３・体育 実践学園中→実践学園高 171 288 サイド

18 原坂 麗音 はらさか　れね ３・体育 井口中→進徳女高 167 275 レシーバー

19 矢野 史佳 やの　ふみか ３・体育 生目台中→宮崎第一高 157 260 レシーバー

20 石原 茉由香 いしはら　ふゆか ２・体育 戸塚中→大宮東高 167 275 センター

21 市川 綾音 いちかわ　あやね ２・体育 土佐女中→土佐女高 153 263 レシーバー

22 伊藤 奈那 いとう　なな ２・体育 端穂野中→細田学園高 164 265 レシーバー

23 久保田 梨那 くぼた　りな ２・体育 女鳥羽中→都市大塩尻高 160 280 サイド

24 小林 夏姫 こばやし　なつき ２・体育 七葉中→北陸高 169 270 センター

25 末岡 侑花 すえおか　ゆうか ２・体育 大洋中→大成女高 168 301 サイド

チーム所在地：〒
同上

学連委員氏名：

審判資格保持者：　　　久保　あゆみ　　　　（　C級）

審判資格保持者：　　　原坂　麗音　　　　　（　C級）

審判指導講習会参加者氏名：前原那菜、谷村美沙紀、森田彩花

主将氏名：久保　あゆみ

出身中→高 ポジションふりがな 身長 最高到達点

２０２１年度春季関東大学　　女子　　１部
バレーボールリーグ戦エントリー届

大学所在地：〒186-8668
東京都国立市富士見台4－30－1

東京女子体育大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部



26 菅井 佳奈 すがい　かな ２・体育 将監中→聖ウルスラ学院英智高159 265 レシーバー

27 田島 愛実 たじま　まなみ ２・体育 滑川中→正智深谷高 160 268 セッター

28 谷村 美沙紀 たにむら　みさき ２・体育 姫城中→鵬翔高 166 270 サイド

29 徳山 優花 とくやま　ゆうか ２・体育 大池中→桜宮高 162 273 サイド

30 中根 未南 なかね　みなみ ２・体育 小川北中→土浦日大高 160 260 レシーバー

31 蓮井 美咲 はすい　みさき ２・体育 丸亀西中→奈良女高 171 282 サイド

32 福島 志菜 ふくしま　ゆきな ２・体育 境第一中→常総学院高 161 269 サイド

33 光森 有紗 みつもり　ありさ ２・体育 就実中→就実高 170 279 サイド

34 森田 彩花 もりた　あやか ２・体育 秋月中→朝倉東高 163 260 レシーバー

35 山﨑 若菜 やまざき　わかな ２・体育 八郷中→土浦日大高 173 291 センター

36 吉永 有希 よしなが　ゆうき ２・体育 瑞穂野中→下北沢成徳高 170 288 サイド

37 吉田 理乃 よしだ　りの ２・体育 大成館中→神辺旭高 156 264 レシーバー

38 石橋 優 いしばし　ゆう １・体育 至民中→北陸高 165 270 サイド

39 岩島 由佳 いわしま　ゆうか １・体育 松平中→誠信高 176 292 センター

40 中山 和佳奈 なかやま　わかな １・体育 大井西中→八王子実践 170 275 セッター

41 東 美咲 あずま　みさき １・体育 実践学園中→実践学園高 158 265 レシーバー

42 冨田 葵 0 0 0 0



大学名：

部長氏名： 星 ひろみ

監督氏名： 高橋 昌美

コーチ： 鈴木 恵

本田 憲幸

トレーナー氏名： 真田 和俊

山下 大輝

マネージャー氏名：

姓 名

① 加藤 愛菜 かとう　あいな 4年・経営経済学部 駒沢中→東京立正高 172 283 ライト

2 本村 成優 もとむら　なゆ 4年・経営経済学部八王子実践中→八王子実践高177 293 レフト

3 小林 莞子 こばやし　なるこ 4年・経営経済学部烏屋野中→帝京長岡高 169 290 レフト

4 明石 玲奈 あかし　れな 4年・経営経済学部長嶺中→ルーテル学院高 168 283 ライト

5 平田 彩乃 ひらた　あやの 4年・経営経済学部境第一中→東洋大附属牛久高165 265 レシーバー

6 我妻 桃香 あずま　ももか 4年・経営経済学部福島第三中→聖光学院高 153 250 レシーバー

7 阿部 優菜 あべ　ゆうな 3年・経営経済学部八王子実践中→八王子実践高154 250 リベロ

8 井上 杏菜 いのうえ　あんな 2年・経営経済学部千代田中→細田学園高 174 275 センター

9 大内 花 おおうち　はな 2年・経営経済学部 深谷中→細田学園高 170 265 レフト

10 小池 真由 こいけ　まゆ 2年・経営経済学部 金蘭会中→金蘭会高 159 255 セッター

11 並木 彩花 なみき　あやか 1年・経営経済学部 拝島中→東京立正高 173 285 センター

12 木村 日菜子 きむら　ひなこ 1年・経営経済学部松戸第三中→市立柏高 173 275 センター

13 前嶋 亜弥 まえじま　あや 1年・経営経済学部北沢中→下北沢成徳高 172 281 レフト

14 西原 桃香 にしはら　ももか 1年・経営経済学部裾花中→都市大塩尻高 170 278 サイド

15 野呂 桃花 のろ　ももか 1年・経営経済学部 堀口中→古川学園高 167 290 レフト

16 細川 春香 ほそかわ　はるか 1年・経営経済学部共栄学園中→共栄学園高 166 275 セッター

17 上島 彩季 かみじま　さき 1年・経営経済学部裾花中→都市大塩尻高 165 280 サイド

18 阿部 優琴 あべ　まこと 1年・経営経済学部有馬中→八王子実践高 163 255 レシーバー

19 松尾 愛美 まつお　まなみ 1年・経営経済学部 中原中→鳥栖商高 162 274 レフト

２０２１年度春季関東大学　女子　　1部
バレーボールリーグ戦エントリー届

大学所在地：東京都小平市花小金井南町2-8-1

チーム所在地：〒187-0003　　東京都小平市花小金井南町2-8-4

嘉悦大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部ふりがな 身長出身中→高

学連委員氏名：

審判資格保持者：平田彩乃　　　　　　　　　（　C　級）

審判資格保持者：我妻桃香　　　　　　　　　（　C　級）

審判指導講習会参加者氏名：

主将氏名：加藤愛菜

ポジション最高到達点



大学名：

部長氏名： 横沢 民男

監督氏名： 飯田 周平

コーチ： 石川 和加奈

0 0

トレーナー氏名： 0 0

0 0

マネージャー氏名：

姓 名

1 福本 眸 ふくもと　ひとみ 4年・体育 飯高西中→三重高 161 255 リベロ

2 中山 夏菜子 なかやま　かなこ ４年・体育 八王子実践中→八王子実践高183 295 センター

③ 五十嵐 妃菜 いからし　ひな 4年・体育 中之口中→北越高 160 255 セッター

4 有明 美紗樹 ありあけ　みさき 4年・体育 淑徳SC中→淑徳SC高 167 280 ライト

5 鬼塚 香 おにづか　かおり 4年・体育 相武台中→大和南高 166 275 レフト

6 今井 里於 いまい　りお 4年・体育 志貫野中→高岡商業高 173 275 センター

7 平野 桃子 ひらの　ももこ 4年・体育 香楠中→東九州龍谷高 157 260 レシーバー

8 谷戸 舞 やと　まい 4年・アジア 柿生中→伊勢原高 169 265 レフト

9 高見 菜々 たかみ　なな 3年・体育 呉羽中→富山一高 161 270 レシーバー

10 野田 千裕 のだ　ちひろ 3年・体育 博多女子中→誠英高 172 284 ライト

11 富沢 友菜 とみざわ　ゆな 3年・アジア 北沢中→下北沢成徳高 168 278 ライト

12 レラ 留奈 れら　るな 3年・体育文京学院大学女子中→文京学院大学女子高168 260 セッター

13 石川 舞奈 いしかわ　まいな 3年・体育 玉村中→西邑楽高 174 289 センター

14 金井 すみれ かない　すみれ 3年・体育 二之江中→紅葉川高 158 270 レシーバー

15 高橋 萌衣 たかはし　めい 3年・体育 実践学園中→実践学園高 165 280 ライト

16 岩田 恵麻 いわた　えま 2年・体育 一志中→三重高 170 270 レフト

17 日毛 寿々菜 ひけ　すずな 2年・体育 三和北中→大成女子高 176 283 センター

18 後藤 七海 ごとう　ななみ 2年・体育 香寺中→東九州龍谷高 168 286 レシーバー

19 松木 美夕 まつき　みゆ 2年・アジア 相武台中→都市大塩尻高 161 270 レシーバー

20 川崎 鈴奈 かわさき　れいな 2年・体育 八王子実践中→八王子実践高177 285 ライト

21 内河 友里亜 うちかわ　ゆりあ 2年・アジア 喜多見中→杉並学院高 164 275 レフト

22 岡部 たまみ おかべ　たまみ 2年・体育 大津中→三浦学苑高 173 282 レフト

23 海上 菜々美 うなかみ　ななみ 2年・体育 波崎一中→銚子高 166 268 レシーバー

24 阿部 明里 あべ　あかり 2年・体育 八王子実践中→八王子実践高163 270 レシーバー

25 猿谷 海美 さるや　みふみ 2年・体育 大津中→三浦学苑高 162 270 セッター

26 新井 三寿希 あらい　みずき 1年・体育 東国分中→松商学園高 176 293 レフト

２０２１年度春季関東大学　女子　　１部
バレーボールリーグ戦エントリー届

大学所在地：〒206-8515　東京都多摩市永山7-3-1

チーム所在地：同上

国士舘大学

背番号
１回目 選 手 氏 名

学年・学部ふりがな

村上　耕平

帯川　樹

松本　幸海

身長出身中→高

学連委員氏名：

審判資格保持者：　　松本　幸海　　　　　　　　　　　　　（　ｃ　級）

審判資格保持者：　　五十嵐　妃菜　　　　　　　　　（　ｃ　級）

主将氏名：　福本　眸

審判指導講習会参加者氏名：

ポジション最高到達点



27 大友 萌加 おおとも　もか 1年・体育 栄進中→春日部共栄高 174 274 セッター

28 阿部 和 あべ　やまと 1年・体育 八王子実践中→八王子実践高171 290 センター

29 湊 望愛 みなと　のあ 1年・体育 大穂中→牛久高 162 260 セッター

30 芝崎 くるみ しばさき　くるみ 1年・体育 長生中→敬愛学園高 171 278 ライト

31 岡元 陽香里 おかもと　ひかり 1年・アジア 幸並中→国際学院高 173 275 レフト

TS 山本 美憂 やまもと　みゆう 4年・体育 呉羽中→富山一高 167 0 トレーナー

TS 杉山 夏美 すぎやま　なつみ 3年・体育 長野郷中→高崎商業高 169 0 アナリスト

TS 四元 杏 よつもと　あんず 2年・経営 埼玉平成中→大宮商業高 164 0 アナリスト

TS 石崎 緩奈 いしざき　かんな 2年・体育 土浦三中→土浦日大高 159 0 トレーナー

TS 倉本 紗希 くらもと　さき 1年・アジア八王子実践中→八王子実践高163 0 マネージャー



大学名：

部長氏名： 〇 白井 大史

監督氏名： 〇 白井 大史

コーチ：

トレーナー氏名： 〇 錦織 史佳

0 0

マネージャー氏名： 〇

原簿 姓 名

① 〇 中尾 千里 なかお　ちさと 4年・経営文化学部 大森第八中→東京高 161 275 リベロ

2 〇 佐藤 未羽 さとう　みう 4年・経営文化学部 港南台第一中→大和南高 168 293 サイド

3 〇 伴 千尋 ばん　ちひろ 4年・観光メディア文化学部 東京立正中→東京立正高 156 270 リベロ

4 〇 佐藤 菜絵 　さとう　なえ 3年・コミュニケーション文化学部豊橋中部中→豊橋中央高 171 282 セッター・サイド

5 〇 堂井 あかね どうい　あかね 3年・コミュニケーション文化学部 奥田中→富山第一高 165 270 リベロ4-F-031-19003

6 〇 田中 衣里 たなか　えり 3年・経営文化学部 大根中→伊勢原高 171 285 センター4-F-031-19001

7 〇 山口 夏海 やまぐち　なつみ 3年・コミュニケーション文化学部 向丘中→川崎北高 156 270 リベロ4-F-031-19004

8 〇 藤村 若奈 ふじむら　わかな 2年・コミュニケーション文化学部 中郷中→富士見高 178 295 サイド4-F-031-20001

9 〇 佐藤 菜月 さとう　なつき 2年・コミュニケーション文化学部 鴨居中→横浜隼人高 171 282 センター4-F-031-20003

10 〇 古屋 千紗子 ふるや　ちさこ 2年・経営文化学部 大仁中→富士見高 171 280 セッター4-F-031-20005

11 〇 中村 天音 なかむら　あまね 2年・経営文化学部 千代中→向上高 173 285 サイド4-F-031-20002

12 〇 窪田 咲耶 くぼた　さや 2年・観光メディア文化学部 大根中→伊勢原高 167 280 サイド4-F-031-20006

13 〇 小田部 鈴 おたべ　すず 2年・観光メディア文化学部 東京立正中→古川学園高 167 270 セッター4-F-031-20007

14 〇 磯貝 彩綺 いそがい　さき 2年・コミュニケーション文化学部 芝西中→細田学園高 166 275 サイド4-F-031-20008

15 〇 佐々木 美衣奈 ささき　みいな 2年・経営文化学部 大崎中→富山第一高 164 282 セッター・サイド4-F-031-20010

16 〇 小澤 美波 おざわ　みなみ 2年・コミュニケーション文化学部 岡本中→秦野総合高 165 280 サイド4-F-031-20009

17 〇 木口 莉奈 きぐち　まりな 2年・コミュニケーション文化学部 港南中→横浜隼人高 158 270 リベロ4-F-031-20011

18 〇 田中 彩夏 たなか　さやか 2年・コミュニケーション文化学部 塚越中→星槎国際高 171 285 センター4-F-031-20004

19 〇 尾上 瑞穂 おのうえ　みずほ 1年・コミュニケーション文化学部 北沢中→下北沢成徳高 176 290 サイド4-F-031-21001

20 〇 塩澤 ひかり しおざわ　ひかり 1年・コミュニケーション文化学部 竜峡中→長野日本大高 173 280 センター・サイド4-F-031-21003

21 〇 岩﨑 音羽 いわさき　おとは 1年・観光メディア文化学部 富合中→慶誠高 159 297 サイド4-F-031-21010

22 〇 土屋 陽菜乃 つちや　ひなの 1年・コミュニケーション文化学部 北沢中→下北沢成徳高 170 290 サイド4-F-031-21004

23 〇 宮下 千尋 みやした　ちひろ 1年・コミュニケーション文化学部 藤ヶ岡中→川崎橘高 152 250 リベロ4-F-031-21011

24 〇 星﨑 愛香 ほしざき　あいか 1年・コミュニケーション文化学部 北沢中→下北沢成徳高 148 250 リベロ4-F-031-21012

25 〇 吉田 あかね よしだ　あかね 1年・コミュニケーション文化学部 西中原中→星槎国際高 165 280 サイド4-F-031-21007

26 〇 金田 明空 かねた　みく 1年・観光メディア文化学部 塩田中→富山第一高 173 285 センター4-F-031-21002

27 〇 鳥本 香琳 とりもと　かりん 1年・観光メディア文化学部 芽室中→札幌山の手高 163 270 リベロ4-F-031-21009

28 〇 富山 奈美 とみやま　なみ 1年・観光メディア文化学部 有明中→東京高 167 275 セッター・サイド4-F-031-21005

29 〇 萩谷 歩未 はぎや　あみ 1年・コミュニケーション文化学部港南台第一中→川崎橘高 168 280 サイド4-F-031-21006

松蔭大学

チーム所在地：〒243-0124    神奈川県厚木市森の里若宮９－１

背番号
１回目 選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高

学連委員氏名：

審判資格保持者：　　錦織　史佳　　　　　　　　　　　　　（　C　級）

２０２１年度春季関東大学　女子　1部
バレーボールリーグ戦エントリー届

主将氏名：　中尾　千里

審判指導講習会参加者氏名：

大学所在地：　神奈川県厚木市森の里若宮９－１

ポジションふりがな

佐々木　藍璃

身長 最高到達点

審判資格保持者：　佐々木　藍璃　　　　　　　　　　　　　　（　C　級）



30 〇 阿部 芽衣 あべ　めい 1年・観光メディア文化学部 塚越中→松蔭高 165 275 サイド4-F-031-21008



大学名：

部長氏名： 田中 博史

監督氏名： 勝俣 康之

コーチ： 岩川 紗良

0 0

トレーナー氏名： 0 0

0 0

マネージャー氏名：

姓 名

① 木村 佑月 きむら　ゆづき ４年・国際関係学部 牛久南中→牛久高 168 280 センター

2 鈴木 瀬波 すずき　せなみ４年・スポーツ・健康科学部古里中→佐野日大高 169 264 ライト

3 柴田 涼香 しばた　すずか４年・スポーツ・健康科学部西遠女学園中→西遠女学園高168 285 レフト

4 濱名 夏実 はまな　なつみ４年・スポーツ・健康科学部上尾市立南中→正智深谷高 164 280 レフト

5 輿石 朋佳 こしいし　ともか４年・スポーツ・健康科学部武川中→韮崎高 163 263 リベロ

6 成塚 みなみ なりづか　みなみ ４年・国際関係学部 新座六中→所沢高 163 242 レシーバー

7 仲村 舞花 なかむら　まいか ４年・経営学部 金ヶ崎中→一関修紅高 159 250 セッター

8 山内 彩衣 やまうち　さえ４年・スポーツ・健康科学部蓮田中→春日部共栄高 157 251 リベロ

9 打越 咲妃 うちこし　さき ３年・文学部 知内中→旭川実高 176 275 センター

10 谷川 礼紗 たにかわ　あやさ３年・スポーツ・健康科学部長泉中→三島南高 170 284 レフト

11 馬場 友香 ばば　ゆか ３年・スポーツ・健康科学部湘南小中→郡山東高 172 269 センター

12 城野 怜奈 じょうの　れな３年・スポーツ・健康科学部員弁中→三重高 170 270 リベロ

13 秋葉 佳歩 あきば　かほ３年・スポーツ・健康科学部青柳中→春日部共栄高 170 272 レシーバー

14 橋本 和佳奈 はしもと　わかな３年・スポーツ・健康科学部福栄中→柏井高 168 270 ライト

15 田島 明日香 たじま　あすか３年・スポーツ・健康科学部欅台中→狭山ヶ丘高 170 272 センター

16 小野寺 岬 おのでら　みさき３年・スポーツ・健康科学部蓮田南中→細田学園高 164 262 セッター

17 ファウラー サシャ ふぁうらー　さしゃ２年・スポーツ・健康科学部鵡川中→旭川実高 177 301 センター

18 吉田 茉莉香 よしだ　まりか２年・スポーツ・健康科学部大里中→駿河総合高 176 275 センター

19 奥山 結愛 おくやま　ゆめ２年・スポーツ・健康科学部内郷第一中→盛岡誠桜高 170 268 レフト

20 久保木 若菜 くぼき　わかな２年・スポーツ・健康科学部生浜中→柏井高 170 275 レフト

21 鈴木 海南 すずき　みなん ２年・社会学部 淑徳SC中→駿台学園高 172 275 レフト

22 角掛 綺海 つのかけ　あやめ２年・スポーツ・健康科学部鶴岡第二中→山形城北高 173 275 セッター

23 笹谷 侑可 ささや　ゆうか ２年・文学部 駿台学園中→駿台学園高 169 285 ライト

24 長谷川 夏波 はせがわ　なつは ２年・文学部 中之口中→北越高 166 265 レフト

25 中平 沙良 なかひら　さら ２年・国際関係学部 甲陵中→履正社高 167 275 レフト

26 鈴木 沙緒莉 すずき　さおり ２年・国際関係学部 須津中→富士見高 167 286 リベロ

27 鈴木 真友 すずき　まゆ１年・スポーツ・健康科学科水元中→駿台学園高 170 285 センター

28 須藤 梨及 すどう　りお １年・スポーツ・健康科学科尚学館中→延岡学園高 178 295 センター

29 引地 ももか ひきち　ももか １年・国際関係学部八王子実践中→八王子実践高172 285 ライト

30 笹澤 茉佑 ささざわ　まゆ １年・外国語学部豊中市立第十四中→共栄学園高170 285 センター

チーム所在地：〒３５５－００６５

学連委員氏名：　松本　ひなた

審判資格保持者：　池田　歩加　　　　　　　（　C級）

審判資格保持者：　松本　ひなた　　　　　　（　C級）

審判指導講習会参加者氏名：　

主将氏名：　木村　佑月

身長

大東文化大学

背番号
選 手 氏 名

学年・学部 出身中→高 最高到達点

２０２１年度春季関東大学　女子　１部
バレーボールリーグ戦エントリー届

大学所在地：埼玉県東松山市岩殿５６０

ポジションふりがな

松本　ひなた

池田　歩加



31 髙岩 悠菜 たかいわ　ゆな１年・スポーツ・健康科学科壬生中→国学院栃木高 170 280 セッター

32 小野寺 渚 おのでら　なぎさ１年・スポーツ・健康科学科蓮田南中→細田学園高 167 270 セッター

33 杉山 奈摘 すぎやま　なつみ １年・国際関係学部 押原中→甲府商高 165 285 レフト

34 木戸 琴美 きど　ことみ １年・スポーツ・健康科学科福岡中→一関修紅高 156 255 リベロ

35 落合 加奈 おちあい　かな１年・スポーツ・健康科学科旭町中→松商学園高 161 263 セッター


