
 
 

平成３０年度関東学生バドミントン新人選手権大会
葛飾区総合スポーツセンター
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山本 純平（日本体育大学）

奥邨 佳弘（明治学院大学）

佐々木 辰輝（常磐大学）

前川 貴一（芝浦工業大学）

柳澤 悠也（駒澤大学）

新井 虹太（日本工業大学）

岡野 晃輝（流通経済大学）

田中 爽太（千葉工業大学）

中井 悠介（城西大学）

関口 孝汰（東京工芸大学）

金谷 颯太郎（一橋大学）

百目鬼 悠杜（作新学院大学）

一橋 陸（創価大学）

鈴木 鳳真（東京国際大学）

田邉 昭太（明星大学）

稲原 渓（慶應義塾大学）

田中 佑八（東京農業大学）

中瀬 翔悟（茨城大学）

田坂 真理（東京経済大学）

戸島 佑輔（大東文化大学）

東海林 拓弥（東洋大学）

高橋 健太 （日本ウェルネススポーツ大学）

西澤 達也（文教大学）

西沢 志真人（国士舘大学）

目崎 聡士（成城大学）

伊地知 圭（流通経済大学）

村上 和紀（亜細亜大学）

春日 海人（東海大学）

櫛田 弘人（法政大学Ⅱ部）

深山 裕太（横浜商科大学）

阿井 秀輔（常磐大学）

坂井 達郎（日本体育大学）

袖山 則篤（獨協大学）

小沼 怜史（武蔵大学）

村田 篤哉（立正大学）

中川 知哉 （日本大学経済学部）

伊藤 謙志（東京理科大学）
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清水 海斗（千葉大学）

鈴木 海斗（法政大学Ⅱ部）

赤池 龍希（東京経済大学）

猪俣 慶吾 （日本大学経済学部）

竹内 悠生（千葉商科大学）

吉野 在人（立教大学）

伊東 勇哉（立正大学）

山根 茂樹（工学院大学）

吉田 知樹（東京大学）

一瀬 秀梧（成蹊大学）

帯刀 諒祐（駒澤大学）

永川 諄也（武蔵大学）

大川 淳也（流通経済大学）

山口 智也（日本工業大学）

岡澤 光起 （日本ウェルネススポーツ大学）

木内 勇人（東京国際大学）

森 海渡（一橋大学）

林 祐羽（獨協大学）

田村 翔（日本体育大学）

遠山 宙（専修大学）

渡辺 圭（慶應義塾大学）

小島 雄一（文教大学）

木嶋 晃佑（明星大学）

中根 歩夢（桜美林大学）

堀 泰将（成城大学）

郡司 太一（明治学院大学）

小林 徹之（國學院大學）

大道 友貴（城西大学）

御子柴 拓馬 （山梨学院大学）

青木 流風（東京情報大学）

真茅 大 （日本大学経済学部）

瀬古 竜也（立正大学）

吉田 敦彦（国士舘大学）

伊藤 俊輝（流通経済大学）

榎本 涼汰（常磐大学）

福澤 嵐 （日本ウェルネススポーツ大学）

島田 拓弥（大東文化大学）

川本 寛樹（早稲田大学）
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井村 友哉（日本体育大学）

仲本 征矢（千葉大学）

大山 貴幸（武蔵野大学）

大井 勇輝（城西大学）

大村 健人（山梨学院大学）

曽利田 光紀（筑波大学）

窪前 海斗（茨城大学）

宗 優典（明治学院大学）

米森 豪（工学院大学）

佐藤 瑛（明星大学）

石田 孝輝（流通経済大学）

横谷 純平 （日本大学経済学部）

庄野 太雅（國學院大學）

横瀬 功大（東京国際大学）

赤城 拓志（東京都市大学）

宮澤 純輝（日本工業大学）

関 尚紀（成城大学）

唐川 輝範 （日本ウェルネススポーツ大学）

古川 智樹（法政大学Ⅱ部）

藤井 恵祐（国士舘大学）

荒木 捷志（立正大学）

小林 浩 （日本ウェルネススポーツ大学）

西 直樹（東京理科大学）

佐藤 仁飛（武蔵大学）

田村 悠人（東京農業大学）

野田山 淳一 （大東文化大学）

久楽持 達也 （東京国際大学）

佐藤 和貴（一橋大学）

岩田 涼（駒澤大学）

佃 啓介（慶應義塾大学）

小柳 将弘（法政大学Ⅱ部）

石 真生（常磐大学）

小口 一真（流通経済大学）

水上 周哉（学習院大学）

加山 陸人（獨協大学）

清水 将喜（芝浦工業大学）

鈴木 玲生（東洋大学）



 Ｂブロック男子シングルス－４

平成３０年度関東学生バドミントン新人選手権大会
葛飾区総合スポーツセンター

285
272 273

246

247

248

249

194

195

196

197

198

199

200

201

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

17

18

19

20

21

ロホマン トゥヒン （日本体育大学）

中沢 宏紀（城西大学）

中野 湧仁（立正大学）

伊藤 彰哉（芝浦工業大学）

門口 一輝（大東文化大学）

廣林 晃（東京工芸大学）

宇田川 大樹（駒澤大学）

佐藤 悠太郎（明星大学）

青山 遊介（東京国際大学）

中崎 晃博（常磐大学）

池田 宏樹（流通経済大学）

齊藤 優樹（成城大学）

高松 聖弥 （日本ウェルネススポーツ大学）

村川 優太（日本工業大学）

高橋 翔馬（東洋大学）

大用 智史（一橋大学）

庭野 陸（武蔵大学）

小堀 錬（東京経済大学）

緒方 星（東海大学）

尾花 諒太朗（立正大学）

井口 掲梧（尚美学園大学）

力 琉也（千葉商科大学）

蓮見 大智（法政大学Ⅱ部）

片山 秀斗 （日本ウェルネススポーツ大学）

久保野 開（文教大学）

山本 祥太（明治学院大学）

栗田 一穂（東京農業大学）

須山 開斗（一橋大学）

砺波 暁良（山梨学院大学）

椿 友斗（東京情報大学）

門池 大輔（亜細亜大学）

澁谷 友貴（作新学院大学）

小野 隼平（尚美学園大学）

竹本 功貴（慶應義塾大学）

大日方 駿介 （日本大学経済学部）

小林 直椰（獨協大学）

阿部 星南（大東文化大学）
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藤 澤 秀（駒澤大学）

佐々木 爽太（成城大学）

西上 航太朗（一橋大学）

諏訪村 晨也（東京国際大学）

石原 優斗（明治学院大学）

石井 弾（山梨学院大学）

根本 律輝（常磐大学）

小汲 龍也（明星大学）

江村 陸宇（芝浦工業大学）

関田 晃平（武蔵大学）

三木 隆太（慶應義塾大学）

川上 優人（東京経済大学）

首藤 謙太（作新学院大学）

掛川 貴志（法政大学Ⅱ部）

大室 多聞（東京大学）

松丸 虹希 （日本大学経済学部）

丹羽 晴紀（東京情報大学）

七戸 拓巳（流通経済大学）

大場 弘樹（大東文化大学）

紺谷 駿（茨城大学）

富樫 蓮（立正大学）

上村 晃大 （日本ウェルネススポーツ大学）

栗原 啓吾（獨協大学）

今坂 亮太（専修大学）

星 蔵之介（城西大学）

内藤 保（東洋大学）

馬場 大地（流通経済大学）

松井 太郎（国士舘大学）

稲垣 賢太（東京工芸大学）

山本 遼太郎 （日本大学経済学部）

鈴木 颯太（東京都市大学）

平沼 康（亜細亜大学）

野口 凌輔（日本工業大学）

市川 靖幸（東京国際大学）

宗村 祥（学習院大学）

品部 燈真（桜美林大学）

由町 翔弥（日本体育大学）
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佐々木 拓也 （東京理科大学）

中川西 春輝（常磐大学）

遠山 晃大 （日本ウェルネススポーツ大学）

新 隼人（立教大学）

米山 謙（立正大学）

村山 瑠（東京農業大学）

佐古 和樹（尚美学園大学）

高橋 瑠哉（獨協大学）

小林 樹 （日本大学経済学部）

結城 拓也（慶應義塾大学）

菊池 将弘（城西大学）

吉澤 将海（東海大学）

牧野 倫太郎（早稲田大学）

倉澤 基（法政大学Ⅱ部）

村山 康平（一橋大学）

髙山 玲央（日本工業大学）

藤井 司（駒澤大学）

大倉 裕真（日本体育大学）

西澤 峻介（東京経済大学）

内田 敦也（東京国際大学）

柿本 丈（成蹊大学）

小阪部 拓（千葉商科大学）

瀬ケ沼 和也（明星大学）

小山 潤（一橋大学）

田上 颯馬（成城大学）

三輪 眞大（明治学院大学）

風間 良介（国士舘大学）

松本 祐介（筑波大学）

今井 大湧（日本体育大学）

古田島 直輝 （流通経済大学）

加藤 嵩之（作新学院大学）

グエン ツウンヒュー （工学院大学）

植草 遼（立正大学）

信近 悠太朗（文教大学）

長澤 正晃（横浜商科大学）

松永 雪鷹（大東文化大学）

大村 洸平（武蔵大学）
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36

田 代 瑚（専修大学）

藤井 裕生（筑波大学）

谷合 弘成（尚美学園大学）

三澤 勇人（東海大学）

霜田 優太 （日本大学経済学部）

武内 雄汰（成城大学）

青野 雄大（東京農業大学）

加藤 翼（文教大学）

金子 海斗（法政大学Ⅱ部）

小林 隆作（芝浦工業大学）

若松 哲兵（亜細亜大学）

須藤 健史郎 （大東文化大学）

白土 優輝（常磐大学）

外山 直人（駒澤大学）

柿沼 大地（獨協大学）

水野谷 元希（武蔵大学）

渡利 宏紀（一橋大学）

赤城 颯太（東京経済大学）

末安 望（日本体育大学）

小沼 達哉（作新学院大学）

嶋田 優大（国士舘大学）

村澤 昌樹（茨城大学）

星野 慎太郎 （大東文化大学）

鈴木 優希（日本工業大学）

川村 太雅（流通経済大学）

小池 翔太（工学院大学）

佐々木 健太 （東京情報大学）

池田 健太郎（立正大学）

笠井 陽登（横浜商科大学）

菅原 郁美（常磐大学）

西本 陸（明星大学）

平田 佑樹（上智大学）

小山 恭祐（東京国際大学）

中川 啓（城西大学）

戸張 幸生 （日本ウェルネススポーツ大学）

須佐 拓郎（明治学院大学）

大槻 匠馬（千葉商科大学）
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41

田澤 秀一（法政大学Ⅱ部）

今井 雄基（芝浦工業大学）

温井 敦 （日本ウェルネススポーツ大学）

上原 朱生（獨協大学）

待井 芳樹 （日本大学経済学部）

水戸 皓輝（城西大学）

久保田 空之介 （東洋大学）

品田 航平（國學院大學）

齋藤 奏冬（千葉大学）

松本 大地（学習院大学）

渡邉 羽（文教大学）

川村 祐介（東京理科大学）

田村 侑己（慶應義塾大学）

蛭田 峻（流通経済大学）

奥村 航希（国士舘大学）

中村 圭（尚美学園大学）

小寺 柊平（立正大学）

栗山 広夢（明治学院大学）

和田 季（日本体育大学）

吉中 佑宣（明治学院大学）

永山 颯（駒澤大学）

野村 亮太（亜細亜大学）

横山 将大（明星大学）

山本 遥人（成城大学）

平松 孝基（一橋大学）

滝沢 隼人（法政大学Ⅱ部）

稲野辺 夕輝（常磐大学）

三好 巧海（立正大学）

森山 貴裕（東京国際大学）

大作 翔太（千葉商科大学）

望月 一輝（山梨学院大学）

鏑木 凪斗（日本工業大学）

根本 宗治（流通経済大学）

倉持 誠 （日本ウェルネススポーツ大学）

小島 拓也（創価大学）

原 弘明（立教大学）

渡邊 栄睦（大東文化大学）


