
 
 

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

Ａブロック男子シングルス－１

213
205 206

189

190

191

192

157

158

159

160

161

162

163

164

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

野田 悠斗（法政大学）
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髙野 拓朗（日本体育大学）
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松原 拓己（東京経済大学）

平川 透（明治大学）

白川 友基（立教大学）
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嶺岸 洸（法政大学）
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根本 大輝（神奈川大学）
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