
 

 

第56回西日本学生バドミントン選手権大会

平成２８年８月２７日－９月２日 山口県

女子シングルス－１
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杉野 文保（龍谷大学）

友岡 ゆき（徳島大学）

奥枝 晴子（大阪体育大学）

宇都宮 茉佑 （関西学院大学）

渋川 奈緒（日本福祉大学）

松岡 奈那恵 （神戸学院大学）

横井 海侑（愛知淑徳大学）

勝間 香菜恵（同志社大学）

伊野 紫惟（松山大学）

宮園 佳子（鹿児島大学）

久田 佳奈（武庫川女子大学）

谷口 静香（関西学院大学）

田中 実玖（佐賀大学）

山根 美雪（滋賀短期大学）

中村 文乃（大阪経済大学）

舟根 利恵子（富山大学）

和久 桃子（関西大学）

小林 愛佳（金沢学院大学）

濱田 優梨恵（福岡大学）

濱 有 未（佛教大学）

白濱 いづみ （大阪産業大学）

岡 愛 実（鳥取大学）

橋本 紗苗（立命館大学）

草刈 真優（武庫川女子大学）

赤池まゆか （新潟医療福祉大学）

水尾 優花（西南学院大学）

伊野 紫菜（松山大学）

向 日菜子（大阪教育大学）

立道 彩希（京都産業大学）

西村 美紗希 （大阪府立大学）

小角 佳穂（島根大学）

平田 朱音（大阪市立大学）

三枝 舞奈（関西学院大学）

辻 可菜依（愛知淑徳大学）

西江 彩花（龍谷大学）

深 町 翠（宮崎大学）

小川 紗綾（立命館大学）

池田 真帆（金沢学院大学）

栗本 優衣（大阪経済大学）

田坂 季子（広島修道大学）

鈴木 沙知（同志社大学）

二口 穂乃香 （金沢星稜大学）

小八木 緑（天理大学）

北村 花帆（熊本学園大学）

加藤 若菜（愛知学院大学）

奴賀 由佳子（甲南大学）

小見山 彩（龍谷大学）

植田 いくみ（立命館大学）

若宮 郁子（京都大学）

永水 佳那（長崎国際大学）

紅林 里奈（関西学院大学）

伊藤 美咲（愛知淑徳大学）

森下 真衣（大阪教育大学）

田中 智恵子（久留米大学）

植村 彩夏（神戸学院大学）

亀沢 真由（金沢大学）

小田沙弥香（山口大学）

松田 真利奈（大阪大学）

畠中 真奈美 （京都産業大学）

清水 瑠奈 （関西外国語大学）

二ノ宮 成（愛媛大学）

高田 靖子（日本福祉大学）

石場 夏実（同志社大学）

田中 鈴香（大阪体育大学）

影山 詩歩（大阪経済大学）

山田 結衣（大分大学）

青木 美有記 （愛知淑徳大学）

朝倉 みなみ（龍谷大学）

吉田麻結（新潟大学）

藤田 璃子（関西大学）

原 沙稀乃（松山大学）

安田 瑞樹（中京大学）

木村 綾花（同志社大学）

若林 千織（龍谷大学）

藤井 楓奈（福岡大学）

冨永 英里（神戸学院大学）

山中 春希（天理大学）

山根 えりか （熊本学園大学）

山 田 愛（武庫川女子大学）

坂上 真唯（京都産業大学）

梶田 知沙（愛知淑徳大学）

義 芙美香（兵庫教育大学）

森 美紗子（香川大学）

塚本 真理子 （九州共立大学）

藤村 沙妃（同志社大学）

宮本 真実（金沢学院大学）

中屋 瑞希（関西大学）

佐々木 絢子 （関西学院大学）

渕上 小百合（佛教大学）

高木 朋名（富山大学）

井奥 寛子（島根大学）

福留 千絵（甲南大学）

牟田 香菜子（龍谷大学）
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結 城 杏（立命館大学）

藤木 沙耶（久留米大学）

八瀬 仁美（武庫川女子大学）

宮崎 幸奈（中京大学）

澤田 佳穂（神戸学院大学）

山 本 朋（京都産業大学）

江 藤 陽（熊本学園大学）

坂本 有梨佳（大阪大学）

平尾 有紀（徳島大学）

田中 瑞穂（龍谷大学）

遠藤 歩美（愛知淑徳大学）

蘭 沙也可（関西学院大学）

牧 李 香（金沢学院大学）

内匠 那奈華 （羽衣国際大学）

小原 美咲（鳥取大学）

高橋 真子（同志社大学）

南 麻 乃（大阪産業大学）

川本 麻由佳（島根大学）

判田 絢香（大阪経済大学）

松浦 茉佑（佐賀大学）

上岡 千晃（佛教大学）

佐田 京香（金沢大学）

利根川 怜奈（天理大学）

佐々木 彩（金沢学院大学）

松島 みなみ（松山大学）

鍵谷 奏琳（甲南大学）

寺井 彩華（大阪府立大学）

川口 結衣（九州大学）

松田 結苗（天理大学）

小泉 春乃（関西外国語大学）

上村早紀（新潟大学）

田口 裕弓（大分大学）

松本 美奈（同志社大学）

田中 友梨（日本福祉大学）

落司 実留（龍谷大学）

下陸 ひかる（立命館大学）

山中 菜乃子 （関西学院大学）

前嶋 千尋（静岡大学）

宅島 あや子（福岡大学）

小西 紗貴（関西大学）

西垣 美那（武庫川女子大学）

藤田 夏未（愛知淑徳大学）

上本 菜緒（大阪経済大学）

中村 美紀（大阪体育大学）

堀田 莉菜 （広島文教女子大学）

野田 千遥（龍谷大学）

小池 紗葉（関西学院大学）

滕 梓 亦（京都外国語大学）

櫻山 希実子 （下関市立大学）

石塚綾美（新潟大学）

角田 温子（同志社大学）

高橋 はるか（龍谷大学）

永井 愛加（愛知大学）

名倉 帆南（大阪体育大学）

原田 亜美（熊本学園大学）

渡 邊 碧（愛知淑徳大学）

心光 真子（兵庫教育大学）

田中 沙季 （武庫川女子大学）

高橋 みなみ （関西学院大学）

宮田 真奈（金沢学院大学）

白 土 心（愛媛大学）

日下部 みなみ （天理大学）

松本 典子（久留米大学）

阪西 真実（大阪大学）

野里 あかね（関西大学）

加茂野 瑞希（富山大学）

中野 愛美（九州国際大学）

大 和 佑（立命館大学）

倉本 梨香（松山大学）

新 木 涼（大阪成蹊大学）

吉永 彩夏（長崎国際大学）

長沼 結衣（金沢大学）

稲次 愛美（佛教大学）

小林 遥華（岡山大学）

高島 亜美 （武庫川女子大学）

藤 原 遥（滋賀短期大学）

村井 結衣（金沢学院大学）

成田 美早紀（同志社大学）

花野 里沙子 （関西学院大学）

有馬 弥優（福岡大学）

永井 来実（大阪経済大学）

林 里 穂（中京大学）

坂本 麻由（松山大学）

宮城 幸生（大阪教育大学）

佐野 智世（京都産業大学）

熊崎 美沙都 （愛知学院大学）

小田垣 千紘 （神戸学院大学）

貴虎 世奈（同志社大学）

山近 彩矢香 （長崎総合科学大学）

平田 彩奈（関西大学）

大藏 舞優（愛知淑徳大学）

朝岡 依純（龍谷大学）
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森 みず穂（龍谷大学）

結城 咲也子 （関西学院大学）

幅口 結衣（金沢学院大学）

原口 菜々美 （長崎総合科学大学）

山下 華奈（甲南大学）

倉野尾 里瀬 （佐賀女子短期大学）

福原 なるみ （日本福祉大学）

中西 理緒（神戸学院大学）

岩崎 朱李（大阪教育大学）

山岡 琴海（鳥取大学）

松本 未玖（立命館大学）

種 岡 遥（龍谷大学）

永井 佳歩（大阪経済大学）

苅 谷 悠（愛知淑徳大学）

北上詩歩 （新潟医療福祉大学）

若梅 侑加（同志社大学）

武市 協子（徳島大学）

喜 納 鈴（佛教大学）

黒木 瑠音（大阪府立大学）

松江 令佳（大分大学）

南 愛沙子（武庫川女子大学）

依田 史奈（中京大学）

山田 千晴（関西大学）

菅野 菜々（松山大学）

入江 真優（武庫川女子大学）

松橋 音奈里（富山大学）

山﨑 亜美（熊本学園大学）

名手 優里菜 （大阪体育大学）

大谷 真代（龍谷大学）

橋本 恵奈（大阪大学）

元地 彩佳（関西学院大学）

島倉 美雪（金沢学院大学）

森田 貴帆（久留米大学）

西川 菜月（同志社大学）

脇田 渉夢（滋賀短期大学）

宮原 明日香 （京都産業大学）

根 笹 舞（愛知淑徳大学）

先中 夏樹（天理大学）

井上 美沙（岡山大学）

兒玉 乙女（福岡大学）

菅 野 遥（佛教大学）

川本 菜美（広島大学）

横内 美紗（神戸学院大学）

秋田 茉美（愛知学院大学）

羽室 真由佳 （関西外国語大学）

岡崎 梨紗（立命館大学）

嶺井 優希（龍谷大学）

福田 理佳子（島根大学）

太田 育実（京都産業大学）

横山 文香（金沢学院大学）

岡村 真夢（関西大学）

髙田 結衣（愛知淑徳大学）

今井 美華（天理大学）

財津 真帆 （北九州市立大学）

赤澤 夏希（関西学院大学）

荒木 美穂（金沢星稜大学）

長谷川 琴音（立命館大学）

松本 莉奈（京都大学）

野口 莉奈（大阪大学）

橋本 優里（九州大学）

川端日向乃（新潟大学）

谷川 夏鈴（神戸学院大学）

石倉 みなみ （武庫川女子大学）

石本 桃子（大阪経済大学）

東 美 里（金沢大学）

喜々津 風香 （熊本学園大学）

北谷 美樹（関西学院大学）

丸尾 朋恵（松山大学）

北村 毬乃（同志社大学）

大 塚 蛍（金沢学院大学）

上野 千夏（大阪産業大学）

野口優美（山口大学）

須甲 望美（大阪体育大学）

松尾 尚美（九州共立大学）

斉藤 ひかり（龍谷大学）

玉澤 佳奈 （広島文教女子大学）

鈴木 香純（愛知淑徳大学）

池上 英里奈 （武庫川女子大学）

門馬 桃香（日本福祉大学）

深堀 さくら （大阪成蹊大学）

西田 亜美奈（佛教大学）

粟井 美鈴（松山大学）

浅野 真由（関西大学）

市井 菜摘（富山大学）

坂本 彩夏 （関西外国語大学）

吉福 美紀（長崎国際大学）

谷間 美奈（同志社大学）

鈴木 里穂（東海学院大学）

前川 結花（関西学院大学）

森 まどか（兵庫教育大学）

古 澤 咲（福岡大学）

山藤 千彩（龍谷大学）
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岸上 紗帆（京都産業大学）

松本 悠里（関西学院大学）

中原 優香（熊本学園大学）

角田 遥香（同志社大学）

長田 あかり （金沢学院大学）

嶋 美公留（大阪経済大学）

脇 こなぎ（立命館大学）

伊藤 侑花（大分大学）

氷見 共生（金沢大学）

山本 奈津子（徳島大学）

辻田 真紀（龍谷大学）

森田 祐加（武庫川女子大学）

中野 愛梨（関西大学）

安岡 優香（高知大学）

田中 晶子（静岡大学）

藤原 幸香（兵庫教育大学）

藤井 桃子（天理大学）

山岡 夕記（愛知淑徳大学）

藤 野 遼（福岡大学）

岡田 真朋（甲南大学）

小林 瑞季（神戸学院大学）

金子 瑞紀（愛知学院大学）

毛利 未佳（龍谷大学）

志水 美穂（龍谷大学）

島倉 美穂（日本福祉大学）

喜多 絢可（大阪産業大学）

本部 優奈（福岡大学）

柳原 ひかり （京都外国語大学）

小林 伽奈（滋賀短期大学）

山口 茉生央（島根大学）

吉樂 ゆきの （金沢学院大学）

鶴田 菜月美（大阪大学）

草刈 真子（関西学院大学）

藤田 千咲（九州共立大学）

藤元 真美（同志社大学）

寺垣 光流（武庫川女子大学）

原 美 南（佐賀大学）

上中 幸奈（関西外国語大学）

曽我部 幸穂（松山大学）

杉原 悠紀（佛教大学）

柴谷佳寿美（新潟大学）

池田 良子（京都産業大学）

土井 小雪（長崎国際大学）

森本 奈穂（天理大学）

寺西 加奈（愛知淑徳大学）

安部 美里（立命館大学）

中村 麻裕（九州国際大学）

廣地 優希子（大阪大学）

藤原 明里（神戸学院大学）

松本 瑞穂（大阪経済大学）

川村 紗瑛子 （金沢学院大学）

上田 麻未（関西学院大学）

森田 美音（愛媛大学）

山際 優花 （武庫川女子大学）

久保田 法子（同志社大学）

金田 紗由美 （愛知淑徳大学）

川畑 麻子（鹿児島大学）

徳岡 玲奈（京都産業大学）

鈴木 声佳（中京大学）

百田 真琴（福岡大学）

苅屋 瑠里（松山大学）

荒 井 優（立命館大学）

竹中 愛依里（甲南大学）

永原 舞子（同志社大学）

多田 百花（香川大学）

辻本 彩香（大阪産業大学）

山本 奈生（金沢大学）

三宅 彩加（龍谷大学）

重信 萌夏（関西学院大学）

渡邊 千尋（立命館大学）

久保田 葉月 （愛知淑徳大学）

岡野 恵莉（大阪体育大学）

山本 海帆（鳥取大学）

坪内 真穂（天理大学）

鍋島 英里香 （武庫川女子大学）

辻 瑞 貴（同志社大学）

勝尾 理歩（金沢星稜大学）

竹岡 瑞季（関西大学）

磯兼 佳奈 （長崎総合科学大学）

米山 麻美（龍谷大学）

片山 梨奈（金沢学院大学）

河村 郁子（大阪市立大学）

福光 幸夏（大阪教育大学）

豊田 玲奈（松山大学）

中村 美輝（関西学院大学）

伊達 はるか（久留米大学）

白 潟 愛（富山大学）

宮崎 七海（佛教大学）

佐藤理央（新潟大学）

米津 綾（大阪経済大学）

桑田 真愛（熊本学園大学）

下田 菜都美（龍谷大学）


