
種目 男子単 男子複 女子単 女子複 種目 男子単 男子複 女子単 女子複
参加数 96 96 96 96 参加数 96 96 96 96

小野寺 雅之 上杉 夏美 西 豊 安田 美空
大林 拓真 鈴木 成美 谷口 拓実 香山 未帆

(早稲田大学) (早稲田大学) (筑波大学) (明治大学) (法政大学) (日本大学) (龍谷大学) (筑波大学)
市川 和洋 野田 千遥 大滝 聖矢 伊東 佑美
馬屋原 大樹 毛利 未佳 田中 湧士 清水 一希

(早稲田大学) (日本体育大学) (龍谷大学) (龍谷大学) (龍谷大学) (日本大学) (明治大学) (法政大学)
小倉 由嵩 朝倉 みなみ 畔上 駿平 柿本 由乃
三橋 健也 斉藤 ひかり 林 翔太 村谷 唯菜

(日本大学) (日本大学) (明治大学) (龍谷大学) (早稲田大学) (青山学院大学) (龍谷大学) (東京女子体育大学)

中島 拓哉 桶田 彩乃 小森園 隆平 梶田 知沙
本田 大樹 谷澤 安衣 野田 悠斗 遠藤 歩美

(筑波大学) (龍谷大学) (筑波大学) (専修大学) (日本体育大学) (法政大学) (立命館大学) (愛知淑徳大学)

玉手 勝輝 佐々木 絢子 相澤 桃李 與儀 美羽
山下 恭平 結城 咲也子 江越 恵伍 山田 真未

(関西学院大学) (日本体育大学) (龍谷大学) (関西学院大学) (明治大学) (日本大学) (法政大学) (作新学院大学)

光島 理貴 青山 栞子 古賀 穂 有馬 弥優
緒方 友哉 志波 寿奈 友金 利玖斗 奥 瑞稀

(法政大学) (日本大学) (日本体育大学) (龍谷大学) (金沢学院大学) (早稲田大学) (早稲田大学) (福岡大学)
武石 優斗 種岡 遥 浅原 大輔 鈴木 優香
西谷 春樹 米山 麻美 吉村 徳仁 今野 聡子

(法政大学) (明治大学) (筑波大学) (龍谷大学) (日本体育大学) (早稲田大学) (北翔大学) (法政大学)
酒井 健登 吾妻 咲弥 成田 圭佑 石倉 みなみ
仁平 澄也 鈴木 ゆうき 山口 慎人 田中 沙季

(龍谷大学) (明治大学) (日本体育大学) (早稲田大学) (法政大学) (中京大学) (明治大学) (武庫川女子大学)

霜上 雄一 勝俣 莉里香 西野 勝志 西浦 京香
三上 楓 工藤 ひな子 春成 星哉 川崎 幸優

(日本体育大学) (日本体育大学) (龍谷大学) (法政大学) (日本大学) (筑波大学) (松山大学) (東京情報大学)

牧野 桂大 山中 芹里 春日井 一生 油上 芽恵
下川 大樹 大関 令奈 上田 竜也 宮内 公佳

(日本大学) (筑波大学) (筑波大学) (筑波大学) (筑波大学) (法政大学) (法政大学) (日本体育大学)

野村 拓海 石橋 舞 三宅 将平 松田 ほのか
嶺岸 洸 岩谷 果歩 家壽多 慶太 徳能 あすか

(日本体育大学) (法政大学) (龍谷大学) (青山学院大学) (法政大学) (龍谷大学) (早稲田大学) (仙台大学)
中峰 信太朗 縄田 佳子 安藤 大地 重信 萌夏
中村 友哉 蔦谷 美紅 山元 拓摩 村田 瑞希

(法政大学) (日本体育大学) (関西学院大学) (青山学院大学) (日本大学) (日本大学) (法政大学) (関西学院大学)

竹内 裕哉 桃井 伶実 桐田 和樹 菅野 菜々
鍵谷 由輝 平野 紗妃 山澤 直貴 曽我部 幸穂

(日本大学) (関西学院大学) (専修大学) (早稲田大学) (龍谷大学) (法政大学) (明治大学) (松山大学)
小本 翔太 生木 萌果 坂口 拓未 池田 有希
齋藤 大慎 村上 知紘 川原 祥人 矢上 璃奈

(早稲田大学) (日本体育大学) (龍谷大学) (龍谷大学) (日本大学) (龍谷大学) (龍谷大学) (北翔大学)
小川 桂汰 長野 来夢 中永 大輝 有川 友理奈
柴田 一樹 石原 優美 小林 大吾 桝谷 志穂

(日本大学) (敬和学園大学) (法政大学) (専修大学) (関西学院大学) (日本体育大学) (龍谷大学) (立教大学)
阿部 柊斗 三木 江里子 尾崎 公哉 飯村 梨衣子
川口 寛祐 池内 萌絵 濱崎 駿 小野川 とうこ

(日本体育大学) (龍谷大学) (法政大学) (日本体育大学) (近畿大学) (九州国際大学) (龍谷大学) (東京女子体育大学)

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（該当者なし）

単複の重複者 【全日本学連推薦者】：未決定
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山下 大輔 甲斐 郁美

村本 竜馬 勝俣 莉里香 馬場 浩市 小林 栞菜

猪熊 心太朗 東 久留望

本田 大樹 鈴木 いよ乃

渡辺 俊和 西江 彩花 藤井 湧也 種岡 遥

三橋 健也

柳井 咲耶

山下 恭平 青山 栞子

石井 奈都

鈴木 利拓 伊東 佑美

山澤 直貴 吾妻 咲弥

安田 美空

財津 穂

野田 悠斗 由良 なぎさ

９　位

中永 大輝 生木 萌果 木村 亮介

田中 佑貴 池内 萌絵

菅野 菜々

小倉 由嵩 山中 芹里

桐田 和樹 重信 萌夏 光島 理貴

小野寺 雅之

吉田 菜那

５　位

北里 元輝 野田 千遥 澁谷 勇希 岡部 天

３　位

寺田 真也 鈴木 ゆうき

嶺岸 洸 大関 令奈 山田 尚輝 池田 有希

藤原 圭祐

西野 勝志

落司 実瑠

小本 翔太

田中 湧士 十河 茉由

秩父宮・秩父宮妃杯争奪　第６９回全日本学生バドミントン選手権大会

優　勝
古賀 穂 香山 未帆

１７位

原口 翔多 志波 寿奈

準優勝
大林 拓真 朝岡 依純 細山田 真也 西口 涼子


