
【2022 年度関東学生バドミントン選手権大会】 

 

主催：関東学生バドミントン連盟 

期日：2022 年 6 月 20 日(月)~7 月 1 日(金) 

会場：神奈川県平塚市ひらつかサン・ライフアリーナ、茨城県つくば市つくばカピオ 

 

※本大会は A ブロックと B ブロックに分かれたトーナメント形式の個人戦です。 

 

【最終結果】 

〈A ブロック男子シングルス〉 

ベスト 32    永渕雄大(体育 2) 

3 回戦敗退   高橋一将(体育 3) 

             李正(体育 3) 

             中村舜(体育 2) 

             野口翔平(体育 1) 

2 回戦敗退   川島一将(体育 1) 

1 回戦敗退   佐藤悠貴(体育 1) 

         服部嶺(体育 3) ※棄権 

 

〈A ブロック女子シングルス〉 

第 3 位       中原鈴(体育 1) 

ベスト 8      溝口なつめ(体育 4) 

             染谷菜々美(体育 3) 

2 回戦敗退    矢島春菜(体育 3) 

1 回戦敗退    開発茉子(体育 1) 

 

〈A ブロック男子ダブルス〉 

ベスト 16      藤澤佳史(体育 3)/永渕雄大(体育 2) 

ベスト 32     中村舜(体育 2)/野口翔平(体育 1) 

2 回戦敗退    李正(体育 3)/服部嶺(体育 3) 

1 回戦敗退    吉田翔哉(体育 2)/佐藤悠貴(体育 1) 

 

〈A ブロック女子ダブルス〉 

ベスト 16    広瀬未來(体育 1)/中原鈴(体育 1) 

1 回戦敗退    矢島春菜(体育 3)/開発茉子(体育 1) 

 

〈混合ダブルス〉 



1 回戦敗退 佐藤悠貴(体育 1)/開発茉子(体育 1) 

     李正(体育 3)/広瀬未來(体育 1)  ※棄権 

 

〈B ブロック男子シングルス〉 

ベスト 32  密林祐太(体育 4) 

3 回戦敗退   陸旭辰(生物資源 3) 

1 回戦敗退   東山優希(社会工学 1) 

        中村青稀(体育 2)        ※棄権 

            関谷玲(体育 1)          ※棄権 

 

〈B ブロック女子シングルス〉 

ベスト 32   新居花梨(体育 4) 

3 回戦敗退  井口莉子(体育 3) 

 

〈B ブロック男子ダブルス〉 

2 回戦敗退  中村青稀(体育 2)/東山優希(社会工学 1)    ※棄権 

1 回戦敗退  密林祐太(体育 4)/関谷玲(体育 1)     ※棄権 

 

〈B ブロック女子ダブルス〉 

3 回戦敗退    新居花梨(体育 4)/井口莉子(体育 3) 

 

 

【詳細結果】 

〈A ブロック男子シングルス〉 

◇1 回戦 

× 服部(体育 3)(本学選手棄権のため不戦敗)小林選手(中央大学) 

× 佐藤(体育 1) 1(21-10,13-21,18-21)2 井上選手(神奈川大学) 

○ 野口(体育 1) 2(21-8,21-4)0 山本選手(東京経済大学) 

○ 高橋(体育 3) 2(21-18,21-18)0 古野選手(明治大学) 

 

◇2 回戦 

× 川島(体育 1) 2(18-21,19-21)0 滝口選手(中央大学) 

○ 永渕(体育 2) 2(21-12,21-17)0 松村選手(東京経済大学) 

○ 李(体育 3) 2(16-21,22-20,21-19)1 内河選手(中央大学) 

○ 野口(体育 1) 2(21-5,21-12)0 中林選手(日本体育大学) 

○ 中村舜(体育 2) 2(21-8,21-12)0 大久保選手(法政大学) 

○ 高橋(体育 3) 2(21-10,15-21,21-15)1 瀬川選手(日本大学) 

 



◇3 回戦 

〇 永渕(体育 2) 2(21-13,21-11)0 實藤選手(日本大学) 

× 李(体育 3) 1(21-19,14-21,21-23)2 浦選手(日本体育大学) 

× 野口(体育 1) 0(21-23,18-21)2 本田選手(明治大学) 

× 中村舜(体育 2) 0(19-21,16-21)2 江藤選手(日本体育大学) 

× 高橋(体育 3) 0(15-21,6-21)2 野田選手(日本体育大学) 

 

◇4 回戦 

× 永渕(体育 2) 1(12-21,21-15,18-21)2 谷津選手(法政大学) 

 

 

〈A ブロック女子シングルス〉 

◇1 回戦 

○ 矢島(体育 3) 2(22-20,21-17)0 御後選手(専修大学) 

○ 中原(体育 1) 2(21-16,21-13)0 宮崎選手(立教大学) 

× 開発(体育 1) 0(18-21,15-21)2 飯田選手(専修大学) 

 

◇2 回戦 

× 矢島(体育 3) 1(21-23,21-18,17-21)2 島倉選手(作新学院大学) 

○ 染谷(体育 3) 2(21-12,21-9)0 遠藤選手 

○ 中原(体育 1) 2(21-17,21-13)0 木林選手(日本体育大学) 

○ 溝口(体育 4) 2(21-9,21-15)0 櫻井選手(東京女子体育大学) 

 

◇3 回戦 

〇 染谷(体育 3) 2(21-8,21-7)0 對馬選手(専修大学) 

〇 中原(体育 1) 2(21-18,21-16)0 杉山選手(明治大学) 

〇 溝口(体育 4) 2(21-8,21-12)0 佐藤選手(日本大学) 

 

◇4 回戦 

〇 染谷(体育 3) 2(21-12,21-13)0 千葉選手(日本体育大学) 

〇 中原(体育 1) 2(24-22,21-15)0 田中選手(日本大学) 

〇 溝口(体育 4) 2(21-6,21-15)0 池上選手(神奈川大学) 

 

◇5 回戦 

〇 染谷(体育 3) 2(21-17,21-18)0 佐々木選手(日本大学) 

〇 中原(体育 1) 2(21-11,21-12)0 森本選手(日本大学) 

〇 溝口(体育 4) 2(18-21,21-13,21-14)1 輿石選手(専修大学) 

 



◇準々決勝 

× 染谷(体育 3) 1(28-26,12-21,12-21)2 神山選手(日本体育大学) 

〇 中原(体育 1) 2(21-19,21-16)0 溝口(体育 4) × 

 

◇準決勝 

× 中原(体育 1) 0(15-21,13-21)2 上杉選手(明治大学) 

 

〈A ブロック男子ダブルス〉 

◇1 回戦 

× 吉田(体育 2)/佐藤(体育 1) 0(15-21,7-21)2 安保選手/小野選手(中央大学) 

○ 李(体育 3)/服部(体育 3) (相手選手棄権のため不戦勝) 山本選手/清水選手(東海大学) 

 

◇2 回戦 

○ 中村舜(体育 2)/野口翔平(体育 1) 2(21-17,21-9)0 大高選手/菅原選手(中央大学) 

× 李(体育 3)/服部(体育 3) 0(15-21,13-21)2 滝口選手/川島選手(中央大学) 

○ 藤澤(体育 3)/永渕(体育 2) 2(21-19,21-12)0 野田選手/熊谷選手(日本体育大学) 

 

◇3 回戦 

× 中村舜(体育 2)/野口翔平(体育 1) 1(18-21,21-9,18-21)2 細岡選手/地方選手(日本大学) 

〇 藤澤(体育 3)/永渕雄大(体育 2) 2(21-15,21-12)0 三橋選手/曹選手(日本大学) 

 

◇4 回戦 

× 藤澤(体育 3)/永渕(体育 2) 1(19-21,21-15,19-21)2 高柳選手/江頭選手(法政大学) 

 

〈A ブロック女子ダブルス〉 

◇1 回戦 

× 矢島(体育 3)/開発(体育 1) 0(15-21,22-22)2 志田選手/田尻選手(東京情報大学) 

 

◇2 回戦 

○ 広瀬(体育 1)/中原(体育 1) 2(21-13,21-11)0 西村選手/野口選手(東海大学) 

 

◇3 回戦 

○ 広瀬(体育 1)/中原(体育 1) 2(21-12,12-21,21-16)1 田中選手/佐藤選手(日本大学) 

 

◇4 回戦 

× 広瀬(体育 1)/中原(体育 1) 1(16-21,21-14.19-21)2 島倉選手/高橋選手(作新学院大学) 

 

 



〈混合ダブルス〉 

◇1 回戦 

× 佐藤(体育 1)/開発(体育 1) 0(19-21,17-21)2 宇治選手(日本大学)/村上選手(大妻女子大

学) 

× 李(体育 3)/広瀬(体育 1) (本学選手棄権のため不戦敗) 増田選手/瀬川選手(法政大学) 

 

◇2 回戦 

× 佐藤(体育 1)/開発(体育 1) 0(19-21,17-21)2 宇治選手/村上選手(日本大学) 

× 李(体育 3)/広瀬(体育 1)(本学選手棄権のため不戦敗)川島選手(中央大学)/清家選手(大

妻女子大学) 

 

 

〈B ブロック男子シングルス〉 

◇1 回戦 

× 関谷(体育 1)(本学選手棄権のため不戦敗)齋藤選手(芝浦工業大学) 

× 東山(社会工学 1) 0(14-21,11-21)2 竹本選手(国士舘大学) 

 

◇2 回戦 

○ 陸(生物資源 3) 2(21-14,21-18)0 一志選手(国士館大学) 

× 中村青稀(体育 2)(本学選手棄権のため不戦敗)日暮選手(芝浦工業大学) 

○ 密林(体育 4) 2(21-8,21-14)0 鈴木選手(横浜商科大学) 

 

◇3 回戦 

× 陸(生物資源 3) 0(9-21,7-21)2 高橋選手(高崎健康福祉大学) 

○ 密林(体育 4) 2(21-11,21-11)0 和田選手(明治学院大学) 

 

◇4 回戦 

○ 密林(体育 4) 2(22-24,21-17,21-19)1 古賀選手(日本体育大学) 

 

◇5 回戦 

× 密林(体育 4) 0(11-21,17-21)2 松井選手(神奈川大学) 

 

 

〈B ブロック女子シングルス〉 

◇1 回戦 

○ 井口(体育 3) 2(15-21,21-16,21-19)1 石塚選手(千葉商科大学) 

 

 



◇2 回戦 

○ 井口(体育 3) 2(21-17,21-17)0 高田選手(神奈川大学) 

○ 新居(体育 4) 2(18-21,21-11,21-18)1 飯島選手(東京女子体育大学) 

 

◇3 回戦 

× 井口(体育 3) 1(21-19,12-21,11-21)2 壁谷選手(日本体育大学) 

〇 新居(体育 4) 2(21-15,21-14)0 中村選手(明星大学) 

 

◇4 回戦 

× 新居(体育 4) 0(15-21,11-21)2 吉田選手(獨協大学) 

 

 

〈B ブロック男子ダブルス〉 

◇1 回戦 

× 密林(体育 4)/関谷(体育 1)(本学選手棄権のため不戦敗)山崎選手/渡邊選手(獨協大学) 

 

◇2 回戦 

× 中村青稀(体育 2)/東山(社会工学 1) (本学選手棄権のため不戦敗) 田中選手/小野選手

(千葉商科大学) 

 

 

〈B ブロック女子ダブルス〉 

◇2 回戦 

○ 新居(体育 4)/井口(体育 3) 2(21-19,19-21,21-19)1 稲葉選手/大城選手(成城大学) 

 

◇3 回戦 

× 新居(体育 4)/井口(体育 3) 0(13-21,18-21)2 滝沢選手/青木選手(帝京大学) 

 


