令和３年度関東学生バドミントン選手権大会
令和３年６月２１日－７月１０日

茨城県

Aブロック男子シングルス
野田 統馬 （日本体育大学）

嶺 岸 洸 （法政大学）
横濱 由人 （神奈川大学）
三輪 泰輝 （日本大学）
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岡島 圭祐 （法政大学Ⅱ部）
高上 麟龍 （筑波大学）
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一井 亮太 （法政大学）
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池端 元哉 （早稲田大学）
安田 伊吹 （日本大学）
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鎌田 隆寛 （専修大学）

75
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45
71

山田 尚輝 （日本体育大学）

塚本 翔太 （立教大学）

30
46

小川 翔悟 （法政大学）

55
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31
47

赤池 龍希 （東京経済大学）
石 澤 樹 （中央大学）

67
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松川 智哉 （法政大学）
佐藤 優太 （神奈川大学）

29

寺 澤 巧 （神奈川大学）
七尾 健己 （千葉商科大学）

14

54

菊川 旭飛 （明治大学）
北川 史翔 （法政大学）

44

6

吾妻 健太郎 （青山学院大学）

三橋 朋生 （日本大学）
牧野 倫太郎 （早稲田大学）

28

阿部 大輔 （日本大学）

本 田 光 （明治大学）
村本 竜馬 （日本体育大学）

73

増本 康祐 （法政大学）
松永 那津央 （東海大学）

高橋 翔馬 （帝京大学）

53

百上 拓海 （明治大学）

江口 翔一朗 （法政大学Ⅱ部）

小野里 大夢 （専修大学）

26

27

江 口 慶 （青山学院大学）

渡邊 一輝 （作新学院大学）

66

5

正 （筑波大学）

當間 雄哉 （法政大学）

25

森 心ノ丞 （作新学院大学）
中林 寛貴 （日本体育大学）

40

4

吉井 一貴 （帝京大学）

山本 雄太郎 （東京経済大学）
李

24

野口 壮大 （東京経済大学）

高橋 海斗 （帝京大学）
花 田 彬 （日本大学）

77
78

曹 淵金成 （日本大学）

徳永 未来 （日本大学）

岡田 侑生 （明治大学）

51

相澤 桃李 （日本大学）
西林 政樹 （立教大学）

簗取 真優 （法政大学Ⅱ部）

22

3

樋 口 輝 （日本体育大学）
鹿島 隆聖 （神奈川大学）

65

佐藤 建佑 （帝京大学）

冨塚 慎之介 （法政大学）
福 村 龍 （青山学院大学）

21

高科 幸平 （慶應義塾大学）

宇治 巧登 （日本大学）
後藤 海斗 （日本大学）

36

2

池田 佑介 （明治大学）

清水 皓基 （早稲田大学）
日 光 駿 （法政大学）

74

20

吉 田 純 （東京経済大学）

高柳 大輔 （法政大学）

塩谷 拓人 （慶應義塾大学）

57

49

武田 航太 （明治大学）

松本 凜太郎 （青山学院大学）

佐野 大地 （東海大学）

18

紺野 智也 （日本大学）

小野 泰平 （中央大学）

68
34

熊谷 悠吾 （日本体育大学）

中村 恵大 （日本体育大学）

竹内 悠生 （千葉商科大学）

17
64

福崎 泰平 （日本大学）
後藤 サン （法政大学）

33

田中 啓一郎 （東京理科大学）

百目鬼 悠杜 （作新学院大学）

山岸 茂直 （東京大学）
本間 暉人 （日本体育大学）
奈良岡 功大 （日本大学）

