
大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
全日本学生選手権関東地区最終予選（インカレ決定戦） 男子複１ 中野 克哉 高畑 有志 成田 達彦 一ノ瀬 力瑠 　４

2017.09.05 湯谷 郁斗 林 達也 江田 貴一 金子 大地
(帝京大学) (神奈川大学) (日本体育大学) (法政大学)

男子複２ 霜上 雄一 田崎 真吾 高橋 優宜 畔上 優作 　４
小林 大吾 古屋 樹 中島 健吾 原 亮太郎
(日本体育大学) (中央大学) (専修大学) (帝京大学)

男子複３ 藤 慶行 北島 昂樹 菊川 翼 内藤 優貴 　４
山村 祐樹 福田 冬弥 山下 直飛 工藤 有智
(日本大学) (帝京大学) (千葉商科大学) (神奈川大学)

男子複４ 本間 稜人 高江洲 快登 長澤 駿太 田辺 直季 　４
佐藤 雄輝 山本 歩 田村 優典 横田 和樹
(中央大学) (東京情報大学) (法政大学Ⅱ部) (千葉商科大学)

男子複５ 小野寺 泰雅 遠藤 良将 水村 秀人 　３
高橋 慶 木村 翔 斉藤 結一
(日本大学) (東京情報大学) (中央大学)

男子複６ 春成 星哉 川音 勇稀 栗俣 慶一 　３
鈴木 利拓 塩田 敦 島津 皓一
(筑波大学) (帝京大学) (千葉商科大学)

男子複７ 富岡 寿将 今井 喬介 本田 悠茉 　３
菅原 栄史 森川 真諭 渡邊 栄睦
(早稲田大学) (東京理科大学) (大東文化大学)

男子複８ 池田 拓馬 崎原 太陽 古武 謙也 　３
筑後 和 田草川 将 米山 莉句
(神奈川大学) (筑波大学) (専修大学)

女子複１ 永田 美樹 與儀 美羽 堀内 美里 畠山 静花 　４
村谷 唯菜 山田 真未 藤本 榛香 山田 瑛乃
(東京女子体育大学) (作新学院大学) (作新学院大学) (東海大学)

女子複２ 遠山 きよら 福島 里彩 相馬 真優奈 長野 来夢 　４
有川 友理奈 島田 知沙 武田 想 石原 優美
(立教大学) (日本大学) (東京女子体育大学) (専修大学)

女子複３ 武田 紗貴 安部 菜美子 鈴木 優里 　３
小沢 舞羽 庄司 真由 財津 穂
(帝京大学) (日本大学) (日本体育大学)

女子複４ 工藤 瞳 鬼束 奈奈 外間 千奈美 　３
油上 芽恵 神尾 夏海 宮城 悠
(日本体育大学) (立教大学) (尚美学園大学)

女子複５ 山下 知穂 堀内 優衣 勝 洋子 　３
野本 和泉 宮﨑 亜美 粂谷 百香
(作新学院大学) (立教大学) (日本体育大学)

女子複６ 小原 凛々子 平田 結夏 山中 芹里 　３
上杉 夏美 友水 陽香 大関 令奈
(明治大学) (帝京大学) (筑波大学)

女子複７ 寺田 桃香 黒田 侑子 城所 恵美 　３
石橋 舞 緑川 夏生 日山 美佳
(青山学院大学) (帝京大学) (日本体育大学)

女子複８ 江川 直美 安田 鈴 小平 安佳里 　３
鴨下 希穂 山岸 優香 大北 佳奈
(日本体育大学) (帝京大学) (日本大学)

男子単1 西野 勝志 西村 達也 新里 智司 栗俣 慶一 　４
(筑波大学) (中央大学) (日本大学) (千葉商科大学)

男子単2 川音 勇稀 早乙女 拓也 高江洲 快登 塩田 敦 　４
(帝京大学) (作新学院大学) (東京情報大学) (帝京大学)

男子単3 齋藤 輝希 森 公平 江藤 怜央 高野 拓朗 　４
(帝京大学) (明治大学) (早稲田大学) (日本体育大学)

男子単4 早川 竣 西谷 春樹 植木 祐太 佐藤 烈 　４
(法政大学) (明治大学) (中央大学) (青山学院大学)

男子単5 岡野 伸哉 藤 慶行 田崎 真吾 西 豊 　４
(明治大学) (日本大学) (中央大学) (日本大学)

男子単6 森田 慎司 下川 大樹 高橋 歩夢 　３
(日本体育大学) (筑波大学) (日本大学)

男子単7 光島 理貴 山崎 慎也 木村 尋斗 　３
(日本大学) (日本大学) (青山学院大学)

女子単1 石井 奈都 大北 佳奈 外間 千奈美 遠山 きよら 　４
(専修大学) (日本大学) (尚美学園大学) (立教大学)

女子単2 榎本 凪歩 油上 芽恵 緑川 夏生 小野川 とうこ 　４
(専修大学) (日本体育大学) (帝京大学) (東京女子体育大学)

女子単3 畠山 静花 中村 幸 甲斐 夏美 上村 琴音 　４
(東海大学) (早稲田大学) (東京情報大学) (日本大学)

女子単4 石橋 美咲子 河野 蘭奈 濱田 真衣 吉村 七美 　４
(東京情報大学) (東京女子体育大学) (東京情報大学) (東京情報大学)

女子単5 中根 美来 武田 紗貴 神 優衣 　３
(作新学院大学) (帝京大学) (神奈川大学)

女子単6 東 久留望 鈴木 いよ乃 山下 知穂 　３
(法政大学) (明治大学) (作新学院大学)

女子単7 石井 梨紗 重村 奈穂 福島 里彩 　３
(専修大学) (青山学院大学) (日本大学)

女子単8 岡部 天 伊東 佑美 松本 茜 　３
(法政大学) (法政大学) (早稲田大学)

三　位

全日本学生選手権関東地区最終予選（インカレ決定戦）


