
 
 

平成30年度関東学生バドミントン選手権大会平成３０年６月４日
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城所 恵美 （日本体育大学）

関谷 真苗（國學院大學）

川口 桃香 （日本女子体育大学）

吉永 美紅（立教大学）

小針 美香（作新学院大学）

松岡 英里（駒澤大学）

猿田 結菜（法政大学Ⅱ部）

浅沼 さおり（成城大学）

芦川 美月（桜美林大学）

山口 莉愛（東洋大学）

渡邊 愛菜（文教大学）

吉田 幸恵（芝浦工業大学）

勝部 早紀（東京大学）

鈴木 瑠奈（文教大学）

三森 美帆（明星大学）

安田 香奈子 （大東文化大学）

森下 春菜（東京国際大学）

深瀬 茜（東海大学）

西澤 瞳（山梨学院大学）

栁田 詩織（明治学院大学）

三上 凌佳（成城大学）

栁澤 帆夏 （日本大学経済学部）

高松 一奈 （東京女子体育大学）

鈴木 茉衣（流通経済大学）

野呂 恵夢 （共愛学園前橋国際大学）

谷中 千尋（帝京大学）

梅蔭 優華（国士舘大学）

宮野 愛梨（明治学院大学）

福田 瑠奈（慶應義塾大学）
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佐々 仁衣奈 （日本体育大学）

朝長 葵（文教大学）

金子 瑠奈 （東京女子体育大学）

戸倉 彩水（千葉商科大学）

熱田 真希 （日本大学経済学部）

舛舘 美月（東京農業大学）

菅野 里美菜（成城大学）

関町 美由記 （東京情報大学）

君塚 晴日（文教大学）

加藤 まな美 （東京理科大学）

本間 珠実（千葉大学）

河田 真菜（東洋大学）

上野 ちさと （学習院大学）

門田 萌絵（亜細亜大学）

長尾 衣純（明星大学）

齋藤 美里（法政大学Ⅱ部）

澤田 麗奈（大東文化大学）

永田 翔子（順天堂大学）

上鶴 麻衣里 （日本女子体育大学）
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藤田 舞乃 （作新学院大学）

大石 英佳（駒澤大学）

千葉 美玲 （日本大学経済学部）

吉川 真樹 （東京女子体育大学）

牛木 鮎子（筑波大学）

片山 有香里 （慶應義塾大学）

大塚 理紗子 （明治学院大学）

伊藤 彩乃（山梨学院大学）

鹿島 萌々恵（成城大学）

菅野 真優（上智大学）

添島 希望（文教大学）

佐藤 茉菜（明星大学）

小原 早紀子（東洋大学）

大槻 千尋（大東文化大学）

松井 梨緒（大妻女子大学）

佐々木 ひなの （日本体育大学）

山本 愛理（芝浦工業大学）

柳田 明日香（東海大学）

山口 真由佳 （日本女子体育大学）

松本 はるか（文教大学）

中野 笑香（城西大学）

若林 里奈（立正大学）

佐藤 涼香（法政大学Ⅱ部）

吉澤 朋恵（立教大学）

山田 瑛乃（東海大学）

近藤 沙紀（横浜国立大学）

原 彩乃（日本体育大学）

大貫 真里奈 （東京女子体育大学）

小黒 遥花（成城大学）

金子 優華（神奈川大学）

古橋 明日香（文教大学）

目崎 真里加（駒澤大学）
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小川 麗（東京国際大学）

定留 多香奈 （亜細亜大学）

早乙女 碧（千葉商科大学）

阪口 真琴 （日本女子体育大学）

伊藤 桜（文教大学）

小林 莉奈（尚美学園大学）

中野 ひろみ（明星大学）

鳥海 陽花子 （国士舘大学）

大村 遥 （共愛学園前橋国際大学）

飛渡 優（法政大学Ⅱ部）

三星 綾花（明治学院大学）

西森 史奈 （日本大学経済学部）

木下 留偉（成蹊大学）

田邊 梨子（帝京大学）

有賀 玲奈（東洋大学）
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中西 遥香 （千葉商科大学）

田中 沙季（神奈川大学）

平川 明日香 （山梨学院大学）

奈佐 美佑（明治学院大学）

米原 瑞貴（成城大学）

湊 彩華 （東京女子体育大学）

天野 萌（東京情報大学）

谷井 玲那（文教大学）

高尾 さき（東海大学）

五島 あかり （日本体育大学）

渋谷 凪沙（亜細亜大学）

泉 桃花（大妻女子大学）

黒川 葵 （日本女子体育大学）

遠山 紗希（東洋大学）

渡邉 雪乃（明星大学）

宇津宮 彩乃（文教大学）

佐々 紅美（順天堂大学）

三須 有紗（流通経済大学）

渡部 桃子（国士舘大学）

川野 莉奈 （日本大学経済学部）

高塚 舞花 （日本女子体育大学）

吉野 春風（法政大学Ⅱ部）

大田 真緒（國學院大學）

佐藤 優衣（東京大学）

石塚 楓菜（作新学院大学）

池本 彩乃（日本体育大学）

川村 芽生奈 （共愛学園前橋国際大学）

高橋 明日香 （日本女子体育大学）

小林 万希子 （法政大学Ⅱ部）

山下 彩海（筑波大学）

若宮 礼奈（明星大学）

山岸 優香（帝京大学）
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佐伯 美玲 （日本大学経済学部）

櫻井 恵美（大東文化大学）

伊藤 千香子（文教大学）

坂 彩月（桜美林大学）

髙田 真結（明治学院大学）

福島 妙（立教大学）

田村 緋佳梨（成城大学）

木津 友里花（駒澤大学）

大岩 美穂（成蹊大学）

佐藤 彩花（城西大学）

星 南（東洋大学）

櫻井 蓮美 （東京女子体育大学）

黒崎 りお（亜細亜大学）

飯野 愛弓（文教大学）

川﨑 瑠伽（上智大学）

乾 英奈（東海大学）
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猪股 美利（帝京大学）

根岸 菜々美（城西大学）

西賀 眞美（学習院大学）

中安 理桜（横浜国立大学）

古屋 香奈（武蔵大学）

加藤 礼彩 （東京女子体育大学）

小野田 茉歩 （亜細亜大学）

嶺岸 理沙（駒澤大学）

草間 紗理奈 （大東文化大学）

花光 美里（東洋大学）

依田 紗和（文教大学）

高下 蘭（國學院大學）

園 まどか（作新学院大学）

安齋 綾夏 （東京女子体育大学）

山口 汐里 （日本大学経済学部）

河野 千夏（成城大学）

渡邊 実里 （日本女子体育大学）

山田 千尋（大妻女子大学）

川上 茜（千葉大学）

田草川 里沙 （都留文科大学）

泉 奏美（国士舘大学）

幕内 沙夏（明治学院大学）

石井 彩夏（法政大学Ⅱ部）

平井 麻友（文教大学）

佐藤 由泉（大東文化大学）

山口 夏穂（駒澤大学）

中谷 碧生（文教大学）

藤井 舞雪（東京農業大学）

熊倉 麻衣（山梨学院大学）

伊藤 佑華（法政大学Ⅱ部）

澤野 詩帆（芝浦工業大学）

葉久 茉奈 （東京女子体育大学）

大森 佐和（立教大学）

眞田 采奈（東洋大学）

金指 江利菜（明星大学）

福田 結衣 （共愛学園前橋国際大学）

齋藤 碧（尚美学園大学）

酒井 厘奈（東京情報大学）

山下 仁子（千葉商科大学）

戎野 百香（成城大学）

多田 有美香 （法政大学Ⅱ部）

富岡 有希奈 （慶應義塾大学）

梅澤 まりな （東京国際大学）
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魚躬 美佳（東海大学）

青木 南 （日本女子体育大学）

萩原 裕美（文教大学）

矢田 采良（明治学院大学）

日山 美佳（日本体育大学）


