
第４回全日本学生バドミントンミックスダブルス選手権大会有資格者＆参加者一覧

秩父宮・秩父宮妃杯争奪　第６６回全日本学生バドミントン選手権大会　ベスト32位
MS MD MS MD WS WD WS WD

男子単 男子複 男子単 男子複 女子単 女子複 女子単 女子複
参加数 98 97 参加数 98 97 参加数 96 96 参加数 96 96

古賀 輝 菊地 裕太 柏原 みき 中村 美輝

1 齋藤 太一 17 駒井 涼也 1 加藤 美幸 17 宇都宮 茉佑

(中央大学) (早稲田大学) (日本大学) (東日本国際大学) (龍谷大学) (筑波大学) (法政大学) (関西学院大学)

中里 裕貴 日光 凌 本田 恵利奈 岸上 紗帆

2 富岡 寿将 18 西 智寛 2 野村 有美 18 宮原 明日香

(中央大学) (早稲田大学) (東日本国際大学) (法政大学) (龍谷大学) (北翔大学) (作新学院大学) (京都産業大学)

五十嵐 優 下川 大樹 公受 美帆 井上 亜沙美

3 中田 政秀 19 牧野 桂大 3 小見山 彩 19 奥 幸那
(中央大学) (中央大学) (金沢学院大学) (筑波大学) (日本体育大学) (龍谷大学) (北翔大学) (筑波大学)

大野 翔一 岡村 優 窓場 由加奈 道園 菜美子

4 河野 大地 20 堤 琢馬 4 宮浦 玲奈 20 安田 梨紗
(明治大学) (帝京大学) (日本大学) (京都産業大学) (筑波大学) (法政大学) (日本体育大学) (専修大学)

宇野 友規 高島 大輝 我妻 美沙紀 武田 紗貴

5 西川 裕次郎 21 池田 朋也 5 中西 貴映 21 小沢 舞羽
(早稲田大学) (法政大学) (富士大学) (関西学院大学) (専修大学) (早稲田大学) (青山学院大学) (帝京大学)

間瀬 亮介 石黒 貴司 大堀 優 上代 沙奈絵

6 平津 佳幸 22 東 優太 6 寺田 桃香 22 徳本 莉穂
(日本大学) (日本大学) (熊本学園大学) (同志社大学) (龍谷大学) (青山学院大学) (法政大学) (専修大学)

高野 将斗 山崎 真央 深川 星慧 岩本 菜央

7 宮嶋 航太郎 23 西 豊 7 岸田 洋子 23 成田 渚
(金沢学院大学) (明治大学) (近畿大学) (日本大学) (法政大学) (同志社大学) (日本体育大学) (関西学院大学)

吾野 文人 酒井 拓登 毛利 未佳 齋藤 千愛

8 山下 大輔 24 木村 大二朗 8 野田 千遥 24 齊藤 真優子

(早稲田大学) (関西学院大学) (青山学院大学) (近畿大学) (専修大学) (龍谷大学) (龍谷大学) (東北福祉大学)

大関 修平 渡部 克栄 奥芝 清加 翠簾屋 乃梨子

9 川端 祥 25 西坂 昇 9 石井 梨紗 25 山藤 千彩
(明治大学) (中央大学) (久留米大学) (同志社大学) (明治大学) (専修大学) (松山大学) (龍谷大学)

伊佐 勇希 神田 遼 牟田 香菜子 樋口 亜依美

10 森田 努 26 荒井 大輝 10 朝岡 依純 26 小池 紗葉
(早稲田大学) (帝京大学) (法政大学) (金沢学院大学) (早稲田大学) (龍谷大学) (龍谷大学) (関西学院大学)

内田 裕太郎 平田 昇 鈴木 萌 塩原 未来

11 成富 勇太 27 藤 慶行 11 瀬川 桃子 27 吉森 朱里
(北翔大学) (龍谷大学) (日本大学) (日本大学) (龍谷大学) (明治大学) (東京女子体育大学) (専修大学)

松田 彬 桐田 和樹 清水 恵 樫山 実穂

12 新垣 秀治 28 小森園 隆平 12 島田 きらら 28 松岡 奈那恵

(仙台大学) (立命館大学) (龍谷大学) (法政大学) (明治大学) (早稲田大学) (京都産業大学) (神戸学院大学)

内藤 智仁 岡村 翼 藤本 陽奈 森 朝香
13 松田 力 29 山村 祐樹 13 宮原 唯 29 高原 美由樹

(同志社大学) (近畿大学) (法政大学) (日本大学) (筑波大学) (龍谷大学) (立命館大学) (明治大学)

馬場 湧生 海谷 慎吾 中村 麻裕 久枝 りな

14 中里 大帆 30 西方 優馬 14 中野 愛美 30 伊野 紫菜
(明治大学) (筑波大学) (北翔大学) (中央大学) (龍谷大学) (九州国際大学) (専修大学) (松山大学)

森田 浩平 藤野 琢人 森 みず穂 前田 知鶴代

15 野中 悠輝 31 河崎 駿輔 15 嶺井 優希 31 定宗 瑠莉
(法政大学) (九州国際大学) (明治大学) (法政大学) (早稲田大学) (龍谷大学) (専修大学) (北翔大学)

立川 純平 谷口 友章 桶田 彩乃 大澤 萌梨

16 山中 宏城 32 山崎 慎也 16 長野 来夢 32 遠藤 麻奈美

(筑波大学) (金沢学院大学) (龍谷大学) (日本大学) (筑波大学) (専修大学) (立命館大学) (関西学院大学)

卒業（資格無し）
男 女

単複の重複者 単 16 16
複 45 46

【前年度8位】 計 61 62 有資格者
2 2 前年度ベスト8位

松井圭一郎（日本体育大学） 計 63 64
松村　健太（日本体育大学） 有資格者（Maxペア数）

各地区推薦枠
高崎　真美（明治大学） 全日推薦(Max男女各8名)
関町理紗子（日本体育大学）

★有資格者と推薦者がペアを組んだ場合は『推薦の組数に組み込まれる』（シードのポイントはつかない）

合計

井上 亜沙美 植田 いくみ

63
34
8
105

岸上 紗帆

柏原 みき 結城 杏

翠簾屋 乃梨子 奥芝 清加

中西 貴映 道野 京耶

芝野 真由 宮原 唯

９　位

十河茉由 原 沙希乃

我妻 美沙紀 志水 美穂

森 みず穂 飯村 梨衣子

後藤 にこ

福永 彩 久保 汐莉那

嶺井 優希 窓場 由加奈

宮浦 玲奈 小川 由香

前田 悠希

準優勝
朝岡 依純 古川 佳奈

３　位

中村 恭子 石澤 未夢

大久保 敦美 財津 穂

日光 凌 水間 陽介

下川 大樹 内田 裕太郎

種目 種目

優　勝
杉野文保

１７位

５　位

内山 創平 峰 将大

西坂 昇 西川 裕次郎

小笠 裕貴 室岡 大晶

黄 鎮釧

古賀 輝 木村 尋斗

９　位

澁谷 勇希 仮屋 健人

松本 康平 桐田 和樹

岡村 尚輝 佐伯 健人

大関 修平 荒井 大輝

高野 将斗 原口 拓巳

５　位

古賀 穂 菊地 裕太

木村 亮介 上村 浩平

大堀 新

種目 種目

優　勝
西本 拳太

１７位

間瀬 亮介

準優勝
五十嵐 優 菊地 裕太

３　位


