平成２９年度関東学生バドミントン新人選手権大会個人戦
平成２９年１１月６日

葛飾区総合スポーツセンター

Ａブロック女子シングルス－１
池内 萌絵 （日本体育大学）

松 本 茜 （早稲田大学）
29

川崎 幸優 （東京情報大学）

37

1

庄司 真由 （日本大学）
8
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61
65

有川 友理奈 （立教大学）

岩田 真奈 （神奈川大学）
30

9

石 橋 舞 （青山学院大学）

鶴巻 采音 （日本女子体育大学）

38
77

福島 里彩 （日本大学）

仁平 明花 （明治大学）
79

31

大手 綾花 （専修大学）

今野 聡子 （法政大学）

2

39

岡田 梓沙 （東京女子体育大学）
62

瀬下 瑠花 （東京情報大学）
10

石 井 楓 （作新学院大学）

榎本 凪歩 （専修大学）
3

中静 日向子 （法政大学）

66

柳瀬 玲泉 （東京女子体育大学）

32

11

吾妻 咲弥 （早稲田大学）

佐川 加奈 （筑波大学）

40
85

石井 奈都 （専修大学）

86

上村 琴音 （日本大学）

89
33

遠藤 彩香 （日本大学）

藤田 百合子 （青山学院大学）

4

41

和田 毬代 （慶應義塾大学）
63

油上 芽恵 （日本体育大学）
12

日野 嘉与 （作新学院大学）

藤本 榛香 （作新学院大学）
5

菊池 怜奈 （日本女子体育大学）

67

鍋谷 桃乃 （日本女子体育大学）

34

13

河野 蘭奈 （東京女子体育大学）

上杉 夏美 （明治大学）

42

78

重松 花苗 （明治大学）

緑川 夏生 （帝京大学）

80
35

杉 紗矢香 （専修大学）

石原 優美 （専修大学）

6

43

辻田 つかさ （日本体育大学）

永田 美樹 （東京女子体育大学）
64
68

縄田 佳子 （青山学院大学）

大森 美里 （立教大学）

7

坂 井 陽 （東海大学）

14
36

44

鈴木 優香 （法政大学）

内田 有香 （日本大学）
東 久留望 （法政大学）

決勝戦
91
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Ａブロック女子シングルス－２
西口 涼子 （明治大学）

鈴木 咲貴 （日本体育大学）
45

島田 知沙 （日本大学）

53

15

遠山 きよら （立教大学）
22

白間 日奈子 （青山学院大学）

佐々木 しおり （日本女子体育大学）

69
73

池上 理紗子 （神奈川大学）

阿部 南海 （東京女子体育大学）
46

23

吉田 小結紀 （日本女子体育大学）

中元 悠花子 （慶應義塾大学）

54
81

森 咲和佳 （専修大学）

村井 陽香 （日本大学）
83

47

野本 和泉 （作新学院大学）

武 田 想 （東京女子体育大学）

16

55

木村 有沙 （日本体育大学）
70

堀内 美里 （作新学院大学）
24

小野川 とうこ （東京女子体育大学）

石上 加奈子 （青山学院大学）
17

神尾 夏海 （立教大学）

74

鈴木 成美 （明治大学）

48

25

桃井 伶実 （早稲田大学）

安荘 美羽 （専修大学）

56
87

岩谷 果歩 （青山学院大学）

88

伊東 佑美 （法政大学）

90
49

片桐 悠夏 （早稲田大学）

谷澤 安衣 （専修大学）

18

57

池澤 みずほ （専修大学）
71

中根 智華 （早稲田大学）
26

大関 令奈 （筑波大学）

長谷部 朱里 （日本大学）
19

長谷川 萌季 （日本大学）

75

杉田 静香 （日本体育大学）

50

27

友水 陽香 （帝京大学）
安部 菜美子 （日本大学）
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58

82

岡 部 天 （法政大学）

84
51
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黒田 侑子 （帝京大学）

20

59

小原 凜々子 （明治大学）

甲斐 夏美 （東京情報大学）
72
76

吉村 七美 （東京情報大学）

金 田 恵 （日本女子体育大学）

21

村谷 唯菜 （東京女子体育大学）
清水 一希 （法政大学）

28
52

60

久喜 梨香 （東京女子体育大学）
畠山 静花 （東海大学）

