
東京情報大学バドミントン部のあゆみ                            2022/12/16 

年  月 
主  な  大  会  結  果 

男子 女子 

2007 年 東京情報大学バドミントン部は準強化指定運動部に認定 

       4 月 関東学生春季リーグ戦６部 D  優勝 ５部昇格 関東学生春季リーグ戦６部 D  優勝 ５部昇格 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦４部  優勝 ３部昇格 千葉県学生春季リーグ戦４部  優勝 ３部昇格 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝 長谷川徹 

 

       9 月 関東学生秋季リーグ戦５部 D  優勝 ４部昇格 関東学生秋季リーグ戦５部 D 優勝 ４部昇格 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦３部  優勝 ２部昇格 千葉県学生秋季リーグ戦４部 優勝 ３部昇格 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 準優勝 長谷川徹   

ダブルス  準優勝 佐々木啓太・蜂谷聡 

千葉県学生秋季選手権大会  

ダブルス  優勝 小倉未希・栗田梢 

シングルス ３位  小倉未希 

2008 年  4 月 関東学生春季リーグ戦４部 B ２位 関東学生春季リーグ戦４部 D  優勝 ３部昇格 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦２部  優勝 １部昇格 千葉県学生春季リーグ戦２部  優勝 １部昇格 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

ダブルス ３位  佐々木啓太・蜂谷聡 

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝 天野成美 

        ３位 小倉未希，栗田梢 

ダブルス  優勝 小倉未希・栗田梢 

        ３位 小畑千秋・天野成美 

       9 月  東日本学生選手権大会  

ダブルス ベスト３２ 小倉未希・栗田梢 

       関東学生秋季リーグ戦４部 C  優勝 ３部昇格 関東学生秋季リーグ戦３部Ａ  優勝 

      10 月  全日本学生選手権大会 

ダブルス ３回戦 小倉未希・栗田梢 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス ３位 長谷川徹   

ダブルス  優勝 佐々木啓太・蜂谷聡 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   天野成美 

        準優勝 小倉未希 

ダブルス  優勝   小畑千秋・天野成美 

        準優勝 小倉未希・栗田梢 

2009  年 4 月 関東学生春季リーグ戦３部 B  優勝 ２部昇格 関東学生春季リーグ戦３部 A  優勝 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

シングルス ３位 長谷川徹   

ダブルス  優勝 佐々木啓太・蜂谷聡 

        ３位 長谷川徹・安永高希 

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝 天野成美 

        ３位 小倉未希，栗田梢 

ダブルス  優勝 小倉未希・栗田梢 

        ３位 天野成美・榎本琴海 

       9 月 東日本学生選手権大会  

シングルス ベスト３２ 長谷川徹 

 



       関東学生秋季リーグ戦２部  ６位 ３部降格 関東学生秋季リーグ戦３部 B  優勝 

      10 月 全日本学生選手権大会 

シングルス １回戦  長谷川徹 

 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   安永高希 

        準優勝 森田恭平 

        ３位   長谷川徹，蜂谷聡 

ダブルス  優勝   安永高希・蜂谷聡 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   天野成美 

        準優勝 栗田梢 

        ３位   西前千秋 

ダブルス  優勝   栗田梢・天野成美 

        準優勝 小倉未希・榎本琴海 

2010 年  4 月 関東学生春季リーグ戦３部 A  優勝 ２部昇格 関東学生春季リーグ戦３部 A  優勝 

       5 月 関東学生選手権大会  

    シングルス ベスト 1６ 長谷川徹 

 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 準優勝 二ノ宮康介 

        ３位   長谷川徹 

ダブルス  優勝 安永高希・蜂谷聡 

        ３位 三上昌俊・齋藤亮太 

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝   天野成美 

        準優勝 栗田梢 

ダブルス  優勝   栗田梢・天野成美 

        準優勝 宗愛子・榎本琴海 

        ３位   小倉未希・小畑千秋 

       9 月 東日本学生選手権大会  

ダブルス ベスト３２ 三上昌俊・顧正贇 

東日本学生選手権大会  

ダブルス ベスト１６ 栗田梢・天野成美 

       ベスト３２ 宗愛子・榎本琴海 

シングルス   推薦  西前千秋 

       関東学生秋季リーグ戦２部  ５位 関東学生秋季リーグ戦３部 A 優勝 ２部昇格 

      10 月 全日本学生選手権大会 

ダブルス ベスト３２ 三上昌俊・顧正贇 

  関東新人選手権大会 

シングルス ベスト３２ 顧正贇 

ダブルス ベスト３２ 三上昌俊・顧正贇 

全日本学生選手権大会 

シングルス  １回戦  西前千秋 

ダブルス   ２回戦  栗田梢・天野成美 

         １回戦  宗愛子・榎本琴海 

  関東新人選手権大会 

シングルス ベスト１６  榎本琴海 

ダブルス ベスト１６   宗愛子・榎本琴海 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス ３位   二ノ宮康介 

ダブルス  優勝   三上昌俊・齋藤亮太 

              ３位   木内健登・伊藤僚祐 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   天野成美 

        準優勝 西前千秋 

        ３位   宗愛子，榎本琴海 

ダブルス  優勝   宗愛子・榎本琴海 

        準優勝 天野成美・西前千秋 

 



2011 年  4 月 関東学生春季リーグ戦 

    東日本大震災の影響により中止 

関東学生春季リーグ戦 

    東日本大震災の影響により中止 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝   二ノ宮康介 

        ３位   伊藤僚祐 

ダブルス  優勝   木内健登・伊藤僚祐 

        準優勝 三上昌俊・齋藤亮太 

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝   榎本琴海 

        準優勝 天野成美 

        ３位   西前千秋 

ダブルス  優勝   須安絵未・高野美咲 

        準優勝 宗愛子・佐藤志奈 

        ３位   天野成美・榎本琴海 

       9 月 東日本学生選手権大会  

シングル ベスト３２ 顧正贇 

東日本学生選手権大会  

シングル ベスト３２  天野成美 

ダブルス   推薦   宗愛子・須安絵未 

       関東学生秋季リーグ戦２部  ６位 関東学生秋季リーグ戦２部  ６位 ３部降格 

      10 月 全日本学生選手権大会 

ダブルス ２回戦    顧正贇 

  関東新人選手権大会 

シングルス ベスト８  顧正贇 

全日本学生選手権大会 

シングルス  ２回戦  天野成美 

ダブルス   １回戦  宗愛子・須安絵未 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   二ノ宮康介 

ダブルス  ３位   二ノ宮康介・伊藤僚祐 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   西前千秋 

        準優勝 須安絵未 

        ３位   宗愛子，榎本琴海 

ダブルス  優勝   須安絵未・高野美咲 

        準優勝 宗愛子・榎本琴海 

2012 年  4 月 関東学生春季リーグ戦２部  ６位 関東学生春季リーグ戦３部  優勝 

       5 月 関東学生選手権大会  

    ダブルス ベスト１６ 顧正贇・伊藤僚祐 

 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝   二ノ宮康介 

        ３位   石川勇志 

ダブルス  優勝   伊藤僚祐・弦巻貴之 

        準優勝 三上昌俊・齋藤亮太 

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝   西前千秋 

ダブルス  優勝   宗愛子，榎本琴海 

        ３位   西前千秋・井上夏美 

高澤ふみな・伊藤麻衣 

       9 月 東日本学生選手権大会  

シングル ベスト１６ 顧正贇 

東日本学生選手権大会  

シングル ベスト３２   西前千秋 

ベスト３２   井上夏美 

ダブルス ベスト３２  宗愛子・榎本琴海 

       ベスト３２  須安絵未・高野美咲 

       関東学生秋季リーグ戦２部  ５位 関東学生秋季リーグ戦３部Ｂ  優勝  ２部昇格 



      10 月 全日本学生選手権大会 

シングルス ２回戦    顧正贇 

 

全日本学生選手権大会 

シングルス  ２回戦  西前千秋 

         １回戦  井上夏美 

ダブルス   ２回戦  須安絵未・高野美咲 

         １回戦  宗愛子・榎本琴海 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝     顧正贇 

        準優勝   二ノ宮康介 

３位     古橋俊彦 

ダブルス  優勝    斎藤亮太・古橋俊彦 

準優勝   伊藤僚祐・弦巻貴之 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   井上夏美 

        準優勝 須安絵未 

        ３位   伊藤麻衣 

ダブルス  優勝   須安絵未・井上夏美 

        準優勝 榎本琴海・伊藤麻衣 

2013 年  4 月 関東学生春季リーグ戦２部  ３位 関東学生春季リーグ戦２部  ６位 

       5 月 関東学生選手権大会  

    シングルス  ベスト８   顧正贇 

 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝     古橋俊彦 

        準優勝    二ノ宮康介 

        ３位     齋藤亮太，弦巻貴之 

ダブルス  優勝     齋藤亮太・古橋俊彦 

        準優勝   川崎礼央・弦巻貴之 

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝   井上夏美 

        準優勝 須安絵未 

３位   伊藤麻衣・岡田紗季 

ダブルス  優勝   須安絵未・井上夏美 

        準優勝 高野美咲・岡田紗季 

       9 月 東日本学生選手権大会  

団体戦   ５位入賞 

シングル  ベスト１６   顧正贇 

ダブルス  ベスト１６   顧正贇・伊藤僚祐 

        ベスト３２   齋藤亮太・古橋俊彦 

東日本学生選手権大会  

団体戦   ５位入賞 

シングル ベスト３２   井上夏美 

ダブルス 推薦     須安絵未・高野美咲 

       推薦     井上夏美・岡田紗季 

       関東学生秋季リーグ戦２部    ５位 関東学生秋季リーグ戦２部  ５位 

      10 月 全日本学生選手権大会 

     団体戦   １回戦 

シングルス ベスト１６   顧正贇 

ダブルス  ３回戦     顧正贇・伊藤僚祐 

        ２回戦     齋藤亮太・古橋俊彦 

全日本学生選手権大会 

     団体戦   １回戦 

シングルス  １回戦  井上夏美 

ダブルス   ２回戦  須安絵未・高野美咲 

         ２回戦  井上夏美・岡田紗季 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部   優勝 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 準優勝     渡邊典雅 

        ３位      古橋俊彦，石川勇志 

ダブルス  優勝      古橋俊彦・弦巻貴之 

３位      石川勇志・渡邊典雅 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   須安絵未 

        準優勝 岡田紗季 

        ３位   伊藤麻衣 

ダブルス  優勝   井上夏美・岡田紗季 

        準優勝 須安絵未・高野美咲 



2014 年  4 月 関東学生春季リーグ戦２部  ６位  ３部降格 関東学生春季リーグ戦２部  ６位  ３部降格 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝     嶋田純也 

        ３位     石川勇，古橋俊彦 

ダブルス  優勝     古橋俊彦・弦巻貴之 

        準優勝   鈴木颯斗・嶋田純也 

３位      井出賢一・渡邊典雅 

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝   井上夏美 

３位   岡田紗季，海野桃伽 

ダブルス  優勝   須安絵未・高野美咲 

        準優勝 井上夏美・岡田紗季 

３位   伊藤麻衣・濱田麻衣 

       9 月  東日本学生選手権大会  

ダブルス ベスト１６  須安絵未・高野美咲 

       ベスト３２  井上夏美・岡田紗季 

       関東学生秋季リーグ戦３部Ａ    優勝 関東学生秋季リーグ戦３部Ｂ  優勝  ２部昇格 

      10 月  全日本学生選手権大会 

ダブルス   ２回戦  須安絵未・高野美咲 

         ２回戦  井上夏美・岡田紗季 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部   優勝 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 準優勝     嶋田純也 

        ３位      大森涼平 

ダブルス  優勝      弦巻貴之・井出賢一 

        準優勝    鈴木颯斗・嶋田純也 

３位      渡邊典雅・大津遊 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   井上夏美 

        準優勝 石橋美咲子 

        ３位   岡田紗季 

ダブルス  優勝   井上夏美・岡田紗季 

        準優勝 須安絵未・高野美咲 

2015 年  4 月 関東学生春季リーグ戦３部Ａ  優勝 関東学生春季リーグ戦２部  ４位 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 準優勝    嶋田純也 

        ３位     大森涼平，渡邊典雅 

ダブルス  準優勝    弦巻貴之・井出賢一 

        ３位      鈴木颯斗・嶋田純也 

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝   岡田紗季 

        準優勝 井上夏美 

３位   石橋美咲子 

ダブルス  優勝   井上夏美・岡田紗季 

        準優勝 石橋美咲子・西浦京香 

       9 月  

 

東日本学生選手権大会  

シングル ベスト 16  石橋美咲子 

       関東学生秋季リーグ戦３部Ａ    優勝 関東学生秋季リーグ戦２部  ３位入賞 

      10 月  

 

全日本学生選手権大会 

     団体戦   １回戦 

シングルス  2 回戦  石橋美咲子 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部   優勝 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 準優勝     大森涼平 

ダブルス  準優勝     大森涼平・嶋田純也 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   石橋美咲子 

        ３位   岡田紗季 



３位      遠藤良将・木村翔 ダブルス  優勝   石橋美咲子・西浦京香 

        準優勝 岡田紗季・濱田真衣 

2016 年  4 月 関東学生春季リーグ戦３部Ａ    6 位 関東学生春季リーグ戦２部  5 位 

       5 月  関東学生選手権大会  

    ダブルス   ベスト８   岡田紗季・石橋美咲子 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦１部  準優勝 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

シングルス ３位    大森涼平，高江洲快登 

ダブルス  ３位     北貢匡・森宏樹 

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 準優勝 海野桃伽 

ダブルス  優勝   岡田紗季・石橋美咲子 

        3 位   海野桃伽・武市麻里 

西浦京香・川崎幸優 

       9 月  

 

東日本学生選手権大会  

ダブルス  ベスト 32  西浦京香・川崎幸優 

          推薦    岡田紗季・石橋美咲子 

       関東学生秋季リーグ戦 4 部Ａ    3 昇格 関東学生秋季リーグ戦２部  6 位 

      10 月  

 

全日本学生選手権大会 

     団体戦   １回戦 

シングルス  2 回戦  石橋美咲子 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部   準優勝 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス ３位       高江洲快登 

ダブルス  準優勝     遠藤良将・木村翔 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   石橋美咲子 

        ３位   海野桃伽 

ダブルス  優勝   西浦京香・川崎幸優 

        準優勝 石橋美咲子・甲斐夏美 

2017 年  4 月 関東学生春季リーグ戦３部Ａ    3 位 関東学生春季リーグ戦 3 部 A  優勝 

       5 月  国体予選千葉県大会  

    シングルス   優勝   石橋美咲子 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦１部  準優勝 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝（18 期連続） 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 準優勝 高江洲快登 

３位   森宏樹，山本歩 

ダブルス  準優勝  遠藤良将・木村翔 

３位   高江洲快登・山本歩 

三田篤也・伊良皆文珠 

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 準優勝 吉村七美 

３位   甲斐夏美，川崎幸優 

ダブルス  優勝   石橋美咲子・甲斐夏美 

        準優勝 西浦京香・川崎幸優 

３位   濱田麻衣・瀬下瑠花 

       9 月  

 

東日本学生選手権大会  

シングルス 推薦     石橋美咲子 

ダブルス  ベスト 16  石橋美咲子・甲斐夏美 

          ベスト 32  西浦京香・川崎幸優 

       関東学生秋季リーグ戦 3 部Ａ    ２位 関東学生秋季リーグ戦 3 部Ａ    ２位 

      10 月  国民体育大会出場       石橋美咲子 



  全日本学生選手権大会 

     シングルス  ３回戦  石橋美咲子 

ダブルス   ３回戦  西浦京香・川崎幸優 

         2 回戦  石橋美咲子・甲斐夏美 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部   優勝 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝（19 期連続） 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝    高江洲快登 

        ３位    森宏樹 

ダブルス  準優勝   遠藤良将・木村翔 

３位     北貢匡・細谷昂良 

       三田篤也・茂木駿 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 準優勝 川崎幸優 

        ３位   吉村七美，武市麻里 

ダブルス  優勝   川崎幸優・甲斐夏美 

        準優勝 吉村七美・瀬下瑠花 

2018 年  4 月 関東学生春季リーグ戦３部Ａ  優勝 関東学生春季リーグ戦 3 部 A  優勝  ２部昇格 

       5 月  国体予選千葉県大会  

    ダブルス   優勝   西浦京香・川崎幸優 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦１部  ３位 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝（20 期連続） 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 準優勝 高江洲快登 

ダブルス  優勝   北貢匡・高江洲快登 

３位   木村翔・茂木駿 

細谷昂良・山本歩 

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 準優勝 吉村七美 

３位   甲斐夏美，川崎幸優 

ダブルス  優勝   西浦京香・川崎幸優 

        準優勝 甲斐夏美・吉村七美 

３位   瀬下瑠花・熊倉結奈 

      関町美由記・天野萌 

       9 月  

 

東日本学生選手権大会  

ダブルス    5 位  西浦京香・川崎幸優 

       関東学生秋季リーグ戦 3 部Ａ    ２位 関東学生秋季リーグ戦 2 部     5 位 

      10 月  全日本学生選手権大会 

     ダブルス   ３回戦  西浦京香・川崎幸優 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部   4 位 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝（21 期連続） 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝    森宏樹 

        ３位    北貢匡 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   甲斐夏美 

        準優勝 川崎幸優 

ダブルス  優勝   川崎幸優・甲斐夏美 

        優勝   関町美由記・天野萌 

2019 年  4 月 関東学生春季リーグ戦３部Ａ  優勝 関東学生春季リーグ戦 2 部   5 位 

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦１部  2 位 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝（21 期連続） 

関東学生選手権大会  

個人複(Ｂ)  優勝 松田藍・遠山実歩 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

ダブルス  優勝   細谷昂良・北貢匡 

準優勝 細谷勇太・福田翔惟   

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 準優勝 吉村七美 

準優勝 熊倉結奈 



ダブルス  優勝   松田藍・遠山実歩 

        3 位   関町美由記・天野萌 

       9 月 東日本学生選手権大会  

シングルス  ベスト３２  森宏樹 

東日本学生選手権大会  

ダブルス    推薦  川崎幸優・荒井菜月 

       関東学生秋季リーグ戦 3 部Ａ    3 位 関東学生秋季リーグ戦 2 部     6 位  ３部降格 

国民体育大会出場       荒井菜月 

      10 月 全日本学生選手権大会 

    シングルス   ３回戦   森宏樹 

全日本学生選手権大会 

     ダブルス   2 回戦  川崎幸優・荒井菜月 

              2 回戦  松田藍・遠山実歩 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部   優勝 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝（22 期連続） 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会  

ダブルス  ３位   細谷勇太・福田翔惟 

             茂木駿・青木流風 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   荒井菜月 

        準優勝 吉村七美 

        ３位   関町美由記 

ダブルス  優勝   松田藍・遠山実歩 

2020 年度 新型コロナウイルス感染拡大のため大会実施なし  

2021 年  4 月 関東学生春季リーグ戦３部Ａ  ４位 関東学生春季リーグ戦 3 部Ａ  優勝 

       9 月 関東学生秋季リーグ戦 3 部Ｂ  優勝 

 新型コロナウイルス感染拡大のため入替戦なし 

関東学生秋季リーグ戦 3 部Ｂ  優勝 

 新型コロナウイルス感染拡大のため入替戦なし 

2022 年  4 月 関東学生春季リーグ戦３部Ｂ  優勝  ２部昇格 関東学生春季リーグ戦３部Ｂ  優勝   

       6 月 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝 千葉県学生春季リーグ戦１部  優勝（23 期連続） 

       7 月 千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝  寺内琳 

準優勝 細谷勇太 

３ 位  谷川壮琉 

ダブルス  優勝   細谷勇太・福田翔惟 

準優勝  中澤尚吾・寺内琳 

        3 位   西本生樹・塚田湧也 

3 位   岩城覚・谷川壮琉 

千葉県学生春季選手権大会  

シングルス 優勝  長嶋穂希 

準優勝 荒井菜月 

３ 位  我如古莉央/重見ゆきの 

ダブルス  優勝   荒井菜月・長嶋穂希 

        3 位   志田真倖・田尻すずか 

              3 位   齊藤柚・小林璃菜 

      8 月 全日本学生選手権大会 

    ミックスダブルス 1 回戦 寺内琳・長嶋穂希 

全日本学生選手権大会 

     ミックスダブルス 1 回戦 寺内琳・長嶋穂希 

       9 月 東日本学生選手権大会  

ダブルス  ベスト３２ 細谷勇太・福田翔惟 

東日本学生選手権大会  

シングルス   推薦  松田藍 

ダブルス    推薦  遠山実歩・長嶋穂希 

       関東学生秋季リーグ戦２部    ４位 関東学生春季リーグ戦３部Ｂ  優勝  

      10 月 全日本学生選手権大会 

    ダブルス  ３回戦   細谷勇太・福田翔惟 

全日本学生選手権大会 

      シングルス  １回戦  松田藍 



ダブルス   2 回戦  遠山実歩・長嶋穂希 

      11 月 千葉県学生秋季リーグ戦１部   優勝 千葉県学生秋季リーグ戦１部  優勝（24 期連続） 

      12 月 千葉県学生秋季選手権大会   

シングルス 優勝  寺内琳 

３ 位  奥村尚弘/中澤尚吾 

ダブルス  優勝   中澤尚吾・寺内琳 

        3 位   岩城覚・小池歩 

千葉県学生秋季選手権大会  

シングルス 優勝   重見ゆきの 

        準優勝 我如古莉央 

 ３位   志田真倖/田尻すずか 

ダブルス  優勝   宮内湖音・長嶋穂希 

        準優勝 志田真倖・田尻すずか 

        3 位   齊藤柚・立迫史希 

        3 位   重見ゆきの・我如古莉央 

 


