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播磨 良樹 （帝京大学）

渡辺 和貴 （東京理科大学）

横倉 克篤 （聖学院大学）

西 垣 凌 （東京都市大学）

吉 能 巧 （明星大学）

臼井 健太郎 （獨協大学）

船山 敦史 （創価大学）

武 幸 宏 （亜細亜大学）

佐藤 拓未 （立正大学）

千葉 佑介 （茨城大学）

佐 藤 翼 （日本大学経済学部）

松尾 朋広 （東京農業大学）

石 川 瞬 （東洋大学理工学部）

高 崎 嶺 （首都大学東京）

鹿 苑 健 （東京大学）

三好 千尋 （尚美学園大学）

柴辻 雄介 （日本ウェルネススポーツ大学）

近 藤 輝 （明治学院大学）

三澤 祥一郎 （東京理科大学）

藤 田 慎 （法政大学Ⅱ部）

菅野 将司 （一橋大学）

井本 直孝 （慶應義塾大学）

平佐 堂晴 （成蹊大学）

木 村 翔 （東京情報大学）

小倉 大知 （千葉大学）

栗原 良輔 （工学院大学）

小倉 楓哉 （東京国際大学）

砂川 敦志 （日本大学経済学部）

星野 英喜 （東京国際大学）

山 本 圭 （山梨学院大学）

鈴木 一磨 （東京理科大学）

呂 イ （日本ウェルネススポーツ大学）

小野瀬 光暉 （常磐大学）

門馬 圭佑 （千葉商科大学）

佐藤 一輝 （立教大学）

片山 智也 （一橋大学）

中野 静也 （城西大学）

加藤 圭祐 （流通経済大学）

種 林 徹 （芝浦工業大学）

本田 悠茉 （大東文化大学）

東山 佳樹 （東京大学）

藤堂 優輝 （文教大学）

田仲 岳人 （日本大学経済学部）

谷藤 友太 （青山学院大学）

森山 祐太 （東京学芸大学）

小澤 健祥 （武蔵大学）

藤川 竜馬 （明星大学）

若林 海斗 （桐蔭横浜大学）

大崎 森吾 （東京農業大学）

香 田 崚 （成城大学）

駒形 貴昭 （駒澤大学）

久保田 健太 （桜美林大学）

久保田 猛 （東海大学）
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進藤 翔平 （帝京大学）

岩間 悠希 （千葉大学）

山村 圭輝 （日本ウェルネススポーツ大学）

石田 純平 （創価大学）

豊川 浩気 （東京大学）

桂川 大輝 （東京国際大学）

仁平 隼人 （流通経済大学）

大木 雄介 （尚美学園大学）

根 本 稔 （東京理科大学）

今 一 生 （東京農業大学）

嶋崎 聖士 （日本大学経済学部）

山口 大貴 （駒澤大学）

渡辺 慎也 （上智大学）

宮 島 遼 （埼玉大学）

佐川 航輝 （獨協大学）

手嶋 浩之 （国士舘大学）

難波江 諒 （早稲田大学）

松浦 悠矢 （一橋大学）

加藤 翔吾 （文教大学）

石川 智也 （東京学芸大学）

水野 悠太 （玉川大学）

上村 駿介 （東京理科大学）

榎本 勝行 （慶應義塾大学）

成田 達彦 （日本体育大学）

田中 優樹 （明星大学）

山 口 遼 （城西大学）

武藤 健太 （法政大学Ⅱ部）

真 遼太郎 （都留文科大学）

伊藤 智紀 （日本ウェルネススポーツ大学）

長谷川 大佑 （國學院大學）

宮原 圭太 （武蔵大学）

齋藤 慶征 （立正大学）

千田 光葉 （東京都市大学）

波多野 樹 （日本大学経済学部）

菊地 大輝 （亜細亜大学）

萩原 快佳 （獨協大学）

濱崎 勇作 （専修大学）

栗原 康輝 （東京国際大学）

英 信 幸 （東京情報大学）

佐藤 修透 （法政大学Ⅱ部）

田村 大樹 （工学院大学）

加藤 優斗 （東洋大学）

松岡 宏樹 （東京理科大学）

保坂 修平 （成城大学）

岩男 一輝 （大東文化大学）

吉澤 和生 （国際武道大学）

福 永 圭 （明治学院大学）

黒木 雅之 （日本ウェルネススポーツ大学）

藤 原 毅 （文教大学）

杉 山 健 （芝浦工業大学）

門間 風吾 （筑波大学）

清水 利久 （武蔵野大学）

佐々木 遥晃 （千葉大学）

佐野 亮平 （山梨学院大学）



Bブロック男子シングルス－３

2015年度 関東学生バドミントン新人選手権大会 個人戦
平成２７年１１月９日－１１月３０日

415
401 402

373

374

375

376

317

318

319

320

321

322

323

324

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

小林 頌矢 （東京理科大学）

原 優 也 （文教大学）

松木 大地 （立教大学）

楠本 哲也 （東京大学）

河口 春哉 （城西大学）

木原 康貴 （東京農業大学）

木村 充希 （成蹊大学）

石川 督馬 （日本大学経済学部）

大西 ジャンリッチ ヴィンセント （早稲田大学）

松本 光汰朗 （日本ウェルネススポーツ大学）

今田 壮太郎 （創価大学）

安部 裕道 （成城大学）

福 島 剛 （法政大学Ⅱ部）

木幡 惇秋 （立正大学）

平野 貴大 （東京理科大学）

藤田 信輝 （常磐大学）

貝吹 竜馬 （明星大学）

国分 輝大 （東京国際大学）

下田 智史 （亜細亜大学）

飯島 大樹 （芝浦工業大学）

金子 裕紀 （尚美学園大学）

古武 和也 （横浜国立大学）

中澤 遼太郎 （大東文化大学）

石原 祥平 （駒澤大学）

吉川 浩史 （筑波大学）

吉田 圭佑 （武蔵野大学）

徳山 博己 （流通経済大学）

高崎 翔太 （駒澤大学）

飯山 敬大 （東京大学）

金 子 寿 （日本体育大学）

上原 森人 （国士舘大学）

佐久間 柊哉 （山梨学院大学）

金田 健太郎 （獨協大学）

馬渡 皓也 （東京学芸大学）

内藤 祐志 （埼玉大学）

村上 悠弥 （東洋大学）

葛生 進平 （千葉商科大学）

小林 悠斗 （日本大学経済学部）

関根 章史 （慶應義塾大学）

市場 雅史 （東京理科大学）

岡部 真成 （芝浦工業大学）

小坂 哲也 （一橋大学）

大曽根 真輝 （桐蔭横浜大学）

俵 拓 朗 （千葉大学）

加藤 翔真 （東京理科大学）

中田 懐仁 （工学院大学）

貝吹 由貝 （明星大学）

入江 祥平 （専修大学）

河野 朋紘 （大東文化大学）

鳥居 裕太 （日本ウェルネススポーツ大学）

小林 竜真 （上智大学）

下田 圭祐 （法政大学Ⅱ部）

杉山 義紀 （東京都市大学）

畔上 優作 （帝京大学）
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北島 昂樹 （帝京大学）

保谷 直希 （城西大学）

山本 大翔 （明星大学）

野口 堅太 （創価大学）

高橋 俊也 （上智大学）

内村 洋平 （日本大学経済学部）

松浪 直輝 （東京農業大学）

志喜屋 孝太 （日本ウェルネススポーツ大学）

菅野 真也 （茨城大学）

田 房 崚 （工学院大学）

佐藤 和樹 （武蔵大学）

池田 崇人 （明治学院大学）

松田 大地 （学習院大学）

佐道 陽弘 （東京大学）

対比地 拓弥 （法政大学Ⅱ部）

清野 俊介 （東京理科大学）

菊池 大樹 （東京学芸大学）

上野 雄太 （立正大学）

滝沢 裕太 （成城大学）

栗田 琢冶 （専修大学）

星野 耕哉 （東京国際大学）

黒木 将太朗 （東京都市大学）

柳瀬 大地 （千葉大学）

篠塚 直粋 （玉川大学）

高野 滉平 （流通経済大学）

江田 貴一 （日本体育大学）

萩原 直人 （国際武道大学）

髙田 裕斗 （駒澤大学）

菅 雅 文 （芝浦工業大学）

坂本 蘭斗 （聖学院大学）

阿部 史也 （東洋大学）

後藤 慎都 （東海大学）

吉原 寛人 （日本大学経済学部）

田島 宏樹 （早稲田大学）

厚井 眞人 （法政大学Ⅱ部）

飯田 裕貴 （国士舘大学）

吉原 大地 （國學院大學）

サトウ リッチモンド （創価大学）

永長 和己 （東京理科大学）

知念 隼人 （尚美学園大学）

小野 雄士 （獨協大学）

星 将 太 （東京情報大学）

森田 匡彦 （一橋大学）

中野 正吾 （大東文化大学）

平澤 雄一 （日本ウェルネススポーツ大学）

高橋 健司 （立教大学）

宇佐見 笑 （東京理科大学）

福田 皐生 （東京国際大学）

関屋 一樹 （桐蔭横浜大学）

熊井 慎悟 （東京農業大学）

若松 恭兵 （桜美林大学）

工藤 貫太 （文教大学）

松岡 竜邦 （千葉大学）
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北 村 凌 （日本体育大学）

三田 雅人 （国士舘大学）

深澤 秀友 （山梨学院大学）

高澤 恭祐 （東京国際大学）

にい原 健作 （聖学院大学）

鈴木 耀介 （駒澤大学）

竪 山 聖 （東京理科大学）

吉原 隆太 （桜美林大学）

石崎 雄貴 （立正大学）

鈴木 庸佑 （東京学芸大学）

大尻 慶一郎 （法政大学Ⅱ部）

川口 健太 （桐蔭横浜大学）

白澤 直樹 （日本大学経済学部）

小林 大赳 （東京理科大学）

大木 貴裕 （早稲田大学）

西片 康博 （大東文化大学）

川崎 裕介 （獨協大学）

宮崎 裕也 （明星大学）

滝野 国紘 （文教大学）

藤 田 昌 （成城大学）

田口 雄也 （東海大学）

井川 貴仁 （国際武道大学）

節田 直也 （尚美学園大学）

安田 伊織 （日本ウェルネススポーツ大学）

伊 藤 翼 （東洋大学理工学部）

溝口 健太郎 （國學院大學）

皆 嶋 豊 （上智大学）

岩井 直樹 （日本ウェルネススポーツ大学）

逸見 乃輝 （明星大学）

亀井 那由太 （立教大学）

岩満 修平 （日本大学経済学部）

中村 瑛平 （東京情報大学）

海野 雄輝 （千葉大学）

小 堤 匠 （東京大学）

内田 朋希 （武蔵大学）

大谷内 佑樹 （獨協大学）

後藤 大和 （東京都市大学）

栗本 雅史 （専修大学）

早狩 青空 （埼玉大学）

佐々木 朝奎 （城西大学）

篠原 公丸 （法政大学Ⅱ部）

須藤 孝介 （茨城大学）

大山 將貴 （流通経済大学）

腰山 直樹 （創価大学）

二木 優哉 （東洋大学）

山田 成志 （尚美学園大学）

義本 悠希 （芝浦工業大学）

鯉沼 拓海 （工学院大学）

村 瀬 匠 （東京農業大学）

福島 大晴 （大東文化大学）

山口 大輔 （東京理科大学）

山田 真徳 （一橋大学）

松瀬 隼人 （帝京大学）
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實藤 隼佑 （東京農業大学）

武澤 碧晃 （東京国際大学）

新本 賢悟 （東京理科大学）

高橋 孝幸 （桐蔭横浜大学）

花澤 歓輝 （山梨学院大学）

江 川 拓 （埼玉大学）

佐志 大宙 （東京経済大学）

青木 良太 （武蔵野大学）

今野 凌太郎 （城西大学）

土井 彬史 （東京大学）

平松 和真 （東京都市大学）

江刺家 達哉 （東京学芸大学）

村 瀬 拳 （千葉大学）

林 翔太郎 （立教大学）

佐藤 巧人 （都留文科大学）

高橋 伸季 （日本大学経済学部）

宮田 大輝 （日本ウェルネススポーツ大学）

勝岐 拓哉 （流通経済大学）

柴田 拓実 （東京理科大学）

鈴木 功弥 （千葉商科大学）

森 航 平 （成城大学）

髙山 智也 （慶應義塾大学）

神宮 準之助 （尚美学園大学）

笠原 彰倖 （首都大学東京）

佐藤 宏光 （立正大学）

久保 真人 （芝浦工業大学）

橋口 宙明 （国士舘大学）

新井 風海 （帝京大学）

山内 康平 （東京国際大学）

倉根 亮太 （玉川大学）

岡部 創介 （明星大学）

山口 智大 （東京農業大学）

呉 佳 宸 （明治学院大学）

風間 光陽 （専修大学）

林 澤 奇 （獨協大学）

房安 輝明 （駒澤大学）

小森 俊輔 （成蹊大学）

古田 時喜也 （早稲田大学）

沼田 康平 （東京大学）

大野 英雄 （日本ウェルネススポーツ大学）

内田 聖二 （城西大学）

林 竜 之 （文教大学）

佐々木 翔太 （常磐大学）

上條 皓暉 （一橋大学）

久保田 諒 （日本大学経済学部）

渡 邊 信 （創価大学）

笠 健 太 （立正大学）

川上 創也 （亜細亜大学）

田中 敬也 （大東文化大学）

中村 優斗 （東京理科大学）

山下 智史 （千葉大学）

西ケ迫 勇輝 （東京学芸大学）

中村 洋貴 （日本ウェルネススポーツ大学）

男全 圭人 （法政大学Ⅱ部）
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原 亮太郎 （帝京大学）

杉山 祐貴 （上智大学）

平 田 凌 （国士舘大学）

西澤 律哉 （大東文化大学）

尾崎 貴広 （東京国際大学）

近森 健二 （国際武道大学）

新海 達也 （芝浦工業大学）

和栗 朋弥 （桐蔭横浜大学）

小針 拓視 （千葉大学）

犬飼 皓貴 （立正大学）

柿原 悠生 （東京理科大学）

似 内 翔 （創価大学）

井上 真之 （東京大学）

奥墨 孝幸 （尚美学園大学）

森谷 良孝 （茨城大学）

小 林 史 （獨協大学）

横矢 一成 （一橋大学）

図司 玲平 （日本ウェルネススポーツ大学）

高橋 勇太 （城西大学）

吉井 智之 （立教大学）

横尾 優太 （日本大学経済学部）

長谷部 正和 （横浜国立大学）

平野 寿明 （筑波大学）

柿 谷 遼 （東京理科大学）

甲斐 航希 （東京都市大学）

伊 藤 謙 （文教大学）

森田 彩仁 （流通経済大学）

菅 原 徹 （法政大学Ⅱ部）

蜂谷 優人 （東京理科大学）

篠崎 雅弥 （常磐大学）

渡辺 凌央 （桜美林大学）

廣田 誠志 （玉川大学）

岡崎 和人 （日本ウェルネススポーツ大学）

有田 静弥 （大東文化大学）

涌井 誠也 （二松学舎大学）

中村 孝英 （東京国際大学）

菊 川 翼 （千葉商科大学）

早川 優輝 （東京農業大学）

新井 智己 （國學院大學）

川井 勝登 （埼玉大学）

吉 田 寛 （明治学院大学）

宮本 卓哉 （日本大学経済学部）

保科 和宏 （東京理科大学）

大関 智樹 （明星大学）

岡本 周平 （東洋大学）

櫻井 雄太 （工学院大学）

上野 凌平 （都留文科大学）

田中 栄治 （創価大学）

長倉 賢哉 （東京学芸大学）

荒井 元輝 （日本体育大学）

小松 誠人 （駒澤大学）

福田 直紀 （東京大学）

川添 悠太 （亜細亜大学）

平野 柚人 （千葉大学）
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速水 拓也 （創価大学）

遠藤 良将 （東京情報大学）

庄司 将史 （東京農業大学）

金子 博輝 （文教大学）

上田 健太郎 （早稲田大学）

吉永 孝太朗 （千葉大学）

瀧田 祐希 （成蹊大学）

前田 夏希 （日本大学経済学部）

稲田 悠介 （国士舘大学）

浅見 健太郎 （明星大学）

大塚 和麻 （常磐大学）

石井 康太 （駒澤大学）

大山 拓真 （法政大学Ⅱ部）

小嶋 恭一郎 （東京国際大学）

大澤 芽空 （首都大学東京）

甲斐 秀一 （工学院大学）

小柳 雅史 （芝浦工業大学）

奈良 僚馬 （亜細亜大学）

堀江 悠生 （帝京大学）

森下 拓也 （山梨学院大学）

萩原 快佳 （獨協大学）

山口 青吾 （東京学芸大学）

武田 大佑 （東京大学）

柴田 悠希 （桐蔭横浜大学）

大滝 真春 （日本ウェルネススポーツ大学）

森川 真諭 （東京理科大学）

田中 雅樹 （東海大学）

新 居 真 （日本大学経済学部）

和田 爽皓 （東京都市大学）

野辺 翔太 （大東文化大学）

野 田 龍 （慶應義塾大学）

前川 拓巳 （尚美学園大学）

吉田 和生 （聖学院大学）

児林 遼馬 （芝浦工業大学）

名倉 丈晴 （一橋大学）

丸山 力也 （東京国際大学）

馮 志 威 （東京理科大学）

比留間 健 （武蔵大学）

金井 良高 （武蔵野大学）

弓削 恵太 （城西大学）

大野 祐貴 （立正大学）

鈴木 陽大郎 （法政大学Ⅱ部）

矢下 和俊 （専修大学）

林 祐 輔 （流通経済大学）

辻 田 真 （日本ウェルネススポーツ大学）

山中 卓民 （明治学院大学）

畠 達 郎 （東京理科大学）

泉 昭 紀 （立教大学）

尾崎 善之 （東洋大学）

金谷 一星 （駒澤大学）

白鳥 一誠 （明星大学）

常見 梢太 （成城大学）

柳 澤 守 （帝京大学）


