
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 105 101 参加数 105 101 参加数 101 99 参加数 101 99
五十嵐 優 松居 圭一郎 松本 康平 西 豊 下田 菜都美 宮浦 玲奈 上野 亜実 三枝 舞奈

玉手 勝輝 光島 理貴 勝俣 莉里香 松本 悠里
(中央大学) (日本体育大学) (早稲田大学) (日本大学) (龍谷大学) (法政大学) (法政大学) (関西学院大学)

西本 拳太 大関 修平 小川 桂汰 酒井 拓登 杉野 文保 瀬川 桃子 千々波 美華 松本 未玖

川端 祥 木村 大二朗 村上 晃 下陸 ひかる

(中央大学) (中央大学) (敬和学園大学) (近畿大学) (龍谷大学) (明治大学) (東京女子体育大学) (立命館大学)

大関 修平 市川 和洋 藤野 琢人 浅原 大輔 重山 智佳 上野 亜実 朝岡 依純 佐々木 彩
馬屋原 大樹 吉村 徳仁 長谷川 由季 片山 梨奈

(中央大学) (日本体育大学) (法政大学) (早稲田大学) (専修大学) (法政大学) (龍谷大学) (金沢学院大学)

古賀 穂 高野 将斗 渡邊 黎 谷口 友章 大久保 敦美 野田 千遥 山藤 千彩 宇都宮 茉佑

宮嶋 航太郎 原口 拓巳 毛利 未佳 重信 萌夏
(早稲田大学) (明治大学) (金沢学院大学) (日本大学) (筑波大学) (龍谷大学) (龍谷大学) (関西学院大学)

山村 祐樹 河崎 駿輔 宮 雄大 五十嵐 優 中西 貴映 小池 紗葉 中村 麻裕 大谷 真代
野村 拓海 中田 政秀 中村 美輝 落司 実留

(日本大学) (法政大学) (中央大学) (中央大学) (早稲田大学) (関西学院大学) (九州国際大学) (龍谷大学)

三橋 健也 的場 友宏 北里 元輝 中村 圭輔 伊東 佑美 我妻 美沙紀 柏原 みき 伊澤 菫
坂口 拓未 島倉 賢太郎 中西 貴映 重山 智佳

(日本大学) (龍谷大学) (関西学院大学) (日本大学) (法政大学) (早稲田大学) (筑波大学) (専修大学)

小本 翔太 藤野 琢人 藤井 湧真 吾野 文人 前田 悠希 牟田 香菜子 加藤 美幸 上代 沙奈絵

西川 裕次郎 ？ 山下 大輔 山藤 千彩 徳本 莉穂
(日本体育大学) (法政大学) (高知大学) (関西学院大学) (法政大学) (龍谷大学) (筑波大学) (専修大学)

馬場 湧生 内田 裕太郎 渡辺 俊和 三津川 剛史 西口 涼子 綿矢 汐里 小平 安佳里 杉野 文保
成富 勇太 宮 雄大 安田 美空 嶺井 優希

(筑波大学) (龍谷大学) (早稲田大学) (中央大学) (明治大学) (筑波大学) (日本大学) (龍谷大学)

猪熊 心太朗 三枝 力起 山元 渉平 加藤 一郎 財津 穂 石澤 未夢 田岸 美幸 中村 恭子

佐藤 烈 塩田 敦 塚本 あゆみ 三木 江里子

(日本大学) (青山学院大学) (関西学院大学) (帝京大学) (日本体育大学) (北翔大学) (北翔大学) (日本体育大学)

岡村 尚輝 小倉 由嵩 荒井 大輝 小本 翔太 後藤 にこ 下田 菜都美 小川 由香 石井 梨紗
三橋 健也 齋藤 大慎 小見山 彩 吉森 朱里

(北翔大学) (日本大学) (金沢学院大学) (日本体育大学) (明治大学) (龍谷大学) (日本体育大学) (専修大学)

原口 拓巳 緒方 友哉 春成 星哉 牧野 桂大 東 久留望 朝倉 みなみ 石澤 未夢 高崎 真実
谷口 拓実 西野 勝志 斉藤 ひかり 後藤 にこ

(日本大学) (日本大学) (筑波大学) (筑波大学) (法政大学) (龍谷大学) (北翔大学) (明治大学)

桐田 和樹 菊地 裕太 藤井 湧也 桐田 和樹 酒瀬川 美波 伊東 佑美 高原 美由樹 川越 愛奈

米村 拓 小森園 隆平 清水 一希 山本 萌
(法政大学) (富士大学) (日本大学) (法政大学) (法政大学) (法政大学) (明治大学) (東日本国際大学)

小倉 由嵩 渡辺 俊和 大堀 新 寺脇 慎悟 嶺井 優希 大堀 優 綿矢 汐里 長谷川 琴音

鈴木 朋弥 大島 侑也 寺田 桃香 橋本 紗苗
(日本大学) (早稲田大学) (金沢学院大学) (同志社大学) (龍谷大学) (青山学院大学) (筑波大学) (立命館大学)

澁谷 勇希 中野 克哉 菊地 裕太 中里 裕貴 塚本 あゆみ 中村 麻裕 鈴木 沙知 酒瀬川 美波

湯谷 郁斗 富岡 寿将 中野 愛美 前田 悠希
(明治大学) (帝京大学) (富士大学) (早稲田大学) (北翔大学) (九州国際大学) (同志社大学) (法政大学)

日光 凌 松村 健太 木村 亮介 横島 将幸 小松 鮎実 加藤 美幸 山川 莉歩 高橋 はるか

中峰 信太朗 藤 慶行 柏原 みき 米山 麻美
(法政大学) (日本体育大学) (日本大学) (日本大学) (慶應義塾大学) (筑波大学) (日本大学) (龍谷大学)

玉手 勝輝 齋藤 謙太 西方 優馬 森田 慎司 宮浦 玲奈 桶田 彩乃 中根 美来 石橋 舞
武井 雄佑 中永 大輝 谷澤 安衣 岩谷 果歩

(日本体育大学) (帝京大学) (中央大学) (日本体育大学) (法政大学) (専修大学) (作新学院大学) (青山学院大学)

卒業（資格なし） 【前年度本大会ベスト８位】上記以外の有資格者
馬場　湧生（筑波大学）

単複の重複者 安田　美空（筑波大学）

【全日本学連推薦者】別紙参照
男子　５名
女子　６名

第５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
秩父宮・秩父宮妃杯争奪 第６７回全日本学生バドミントン選手権大会 ベスト32位
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