
 
 

第56回東日本学生バドミントン選手権大会個人戦

平成２５年９月１日－６日 北海道釧路市

男子シングルス－１
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山口 容正（日本大学）

岡本 歩日野 （千葉商科大学）

菊地 洋平 （東北福祉大学）

片山 和人（東海大学）

山田 庸平 （日本体育大学）

塚本 耕太（法政大学）

吉澤 慎哉 （関東学院大学）

松井 佑樹 （慶應義塾大学）

千田 康史 （神奈川大学）

児島 雄三郎 （筑波大学）

須永 真知 （尚美学園大学）

山口 将史（帝京大学）

佐 藤 響 （北翔大学）

伊藤 僚祐 （東京情報大学）

平井 健太郎 （札幌大学）

川村 岳人（帝京大学）

中内 憲吾 （首都大学東京）

大槻 和也 （東北学院大学）

和田 智志 （北海道大学）

笹川 大輔 （千葉商科大学）

斎藤 太一 （早稲田大学）

奥野 祐介 （東京経済大学）

榊 大 史 （北翔大学）

齋藤 亮太 （東京情報大学）

森尻 勇太（帝京大学）

森田 優仁 （青山学院大学）

池上 拓也（東洋大学）

小 林 拓 （神奈川大学）

竹内 義憲 （日本体育大学）

工藤 雄貴 （苫小牧駒澤大学）

西本 拳太（中央大学）

丸尾 亮太郎 （早稲田大学）

橋本 稔貴（仙台大学）

山本 翔太（帝京大学）

伊藤 幸太（東洋大学）

須藤 省吾 （東京経済大学）

本田 達也 （神奈川大学）

内堀 光馬 （慶應義塾大学）

小 林 晃 （日本体育大学）

土井 一歩（立教大学）

竹 上 透 （筑波大学）

佐野 拓磨（法政大学）

佐藤 康志（中央大学）

藤田 直樹（専修大学）

小久保 柾宏 （東京情報大学）

山 口 颯 （日本体育大学）

菊地 瞭良（東海大学）

蓬田 俊輔 （東京経済大学）

水島 浩太郎 （帝京大学）

渡辺 将志（札幌大学）

三上 裕士 （東日本国際大学）

輿 石 涼 （日本大学）

西岡 真矢 （神奈川大学）

大岩 壮史（千葉大学）

高岡 透平 （青山学院大学）

古 屋 玲 （神奈川大学）

石子 歩夢 （千葉商科大学）

神 翔 平 （東北学院大学）

梶原 章宏 （慶應義塾大学）

櫻井 恵介（明治大学）

小山 和也（北翔大学）

宇 波 徹 （日本体育大学）

尾野 拓郎（法政大学）
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嘉村 昌俊 （早稲田大学）

岩崎 聡史 （日本体育大学）

藤森 俊和 （青山学院大学）

石井 宏和（帝京大学）

三上 達也 （東京経済大学）

小 池 翔 （東京情報大学）

岡 村 翼 （日本大学）

大野 隼太郎 （専修大学）

山路 雅哉 （神奈川大学）

武井 雄佑（帝京大学）

森 滉一郎 （東日本国際大学）

谷澤 巧也（法政大学）

布川 祐輔（北翔大学）

太田 和也（立教大学）

城井 大滉（東海大学）

矢野 凜平 （北海道教育大学旭川校）

紙谷 優明 （慶應義塾大学）

天野 祐作 （神奈川大学）

上田 拓茉 （千葉商科大学）

田中 健太（北翔大学）

久光 信一（帝京大学）

吉田 達彦 （東北福祉大学）

澤井 佑基 （苫小牧駒澤大学）

吉田 尚弥（東洋大学）

宍戸 亮太 （東北学院大学）

鈴 木 諒 （神奈川大学）

棚原 元希 （日本体育大学）

浅井 豪太（筑波大学）

佐藤 大海（東海大学）

北谷 祐太（中央大学）

中村 太郎（明治大学）

大滝 直人（日本大学）

小野寺 達彦 （立教大学）

菅原 慎也 （神奈川大学）

三津川 剛史 （中央大学）

吉川 正之慎 （日本大学）

前 川 潤 （慶應義塾大学）

小見 亮太（東海大学）

高山 義将（千葉大学）

松居 圭一郎 （日本体育大学）

水間 陽介（明治大学）

仲 和 也 （東京経済大学）

三浦 幹生 （神奈川大学）

村木 涼介 （苫小牧駒澤大学）

大山 琢也（法政大学）

星野 貴行（仙台大学）

加藤 一朗（帝京大学）

高木 孝弥 （千葉商科大学）

國分 祥太 （横浜商科大学）

今 泉 駿 （札幌大学）

菊地 孝哉 （尚美学園大学）

島 田 航 （北海学園大学）

藤田 康史 （日本体育大学）

小島 健太郎 （東京情報大学）

平田 悠馬 （東京経済大学）

上原 幸也 （神奈川大学）

川泉 勇介（専修大学）

鳴海 貴也 （千葉商科大学）

伊藤 直樹 （東北学院大学）

小坂 一貴（帝京大学）

河合 勇飛 （日本体育大学）

大木 優生 （東日本国際大学）

木村 雄弥（北翔大学）

山本 皓策（筑波大学）
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定宗 隆一郎 （筑波大学）

砂井 良介 （神奈川大学）

柳 田 舜 （横浜商科大学）

弦巻 貴之 （東京情報大学）

渥美 優也 （千葉商科大学）

作田 公貴（仙台大学）

林 昂 宏 （中央大学）

東 卓 哉 （北海道教育大学旭川校）

福 田 温 （東海大学）

小林 稜平（東洋大学）

阪本 暁洋 （慶應義塾大学）

萱 場 元 （東日本国際大学）

岩崎 健吾 （日本体育大学）

谷 村 学 （日本大学）

渡 辺 颯 （帝京大学）

高橋 康平 （東京経済大学）

中村 圭輔（日本大学）

塚本 好喜 （日本体育大学）

横山 栄作（帝京大学）

小野寺 祐仁 （東北学院大学）

村上 和政（専修大学）

遠藤 拓郎 （神奈川大学）

土井 悠也 （早稲田大学）

中西 健斗（東海大学）

大山 研一郎 （慶應義塾大学）

小池 俊徳（千葉大学）

西條 賢也（明治大学）

廣坂 貴史（北翔大学）

平山 泰揮 （神奈川大学）

橘 潤一郎 （青山学院大学）

藤野 琢人（法政大学）

間瀬 亮介（日本大学）

久世 健人（帝京大学）

川原 共生（明治大学）

井口 卓也 （都留文科大学）

小牟田 純一 （関東学院大学）

石原 隼人 （東京情報大学）

香西 賢人（筑波大学）

青 木 洋 （日本体育大学）

水田 明宏 （東京経済大学）

紫藤 勇磨 （北海道大学）

南場 由貴 （千葉商科大学）

佐々木 崇 （日本体育大学）

小林 誠也 （神奈川大学）

金子 竜馬（法政大学）

谷口 生希（北翔大学）

近藤 拓未（中央大学）

高橋 賢介（専修大学）

長谷川 隆章 （日本体育大学）

鈴 木 諒 （北翔大学）

池田 岳弘 （慶應義塾大学）

小 澤 拓 （神奈川大学）

南澤 隆作 （苫小牧駒澤大学）

井上 博貴 （早稲田大学）

坂本 晃広 （千葉商科大学）

臼井 達哉（札幌大学）

小川 悠太 （東北学院大学）

赤石 悠輔 （神奈川大学）

本間 秀逸（立教大学）

吉田 一成（東海大学）

伊佐 勇希（帝京大学）

入沢 祐介 （東京経済大学）

関口 直挙（法政大学）
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金森 優太（法政大学）

皆木 真太郎 （慶應義塾大学）

大石 巧己 （東京経済大学）

石川 勇志 （東京情報大学）

植草 倭仁 （関東学院大学）

鈴木 翔太（帝京大学）

川 島 恭 （日本体育大学）

森屋 友喬（東海大学）

清水 英幸 （千葉商科大学）

山中 一浩（中央大学）

関根 真吾 （神奈川大学）

菅原 拓海 （東北学院大学）

石塚 由希也 （専修大学）

浦井 唯行（帝京大学）

松井 穂波（東洋大学）

吉原 康司（北翔大学）

島田 大輝 （日本体育大学）

平野 翔大 （尚美学園大学）

嶋田 純也 （東京情報大学）

鈴木 健太 （横浜商科大学）

山田 真洋（東海大学）

村本 亮汰 （青山学院大学）

瀬川 裕大 （北海道大学）

氏家 冬芽（獨協大学）

渡辺 壮駿（立教大学）

榎戸 拓郎 （日本体育大学）

常磐 和宏 （神奈川大学）

甫 木 聖 （札幌大学）

宮嶋 航太郎 （明治大学）

村 山 卓 （慶應義塾大学）

加 藤 颯 （帝京大学）

松本 あきら （日本大学）

宇野 友規（法政大学）

金子 健太郎 （日本大学）

大森 涼平 （東京情報大学）

大江 直人（筑波大学）

平田 大輔 （神奈川大学）

太田 宗孝 （早稲田大学）

粟野 航史 （東北福祉大学）

清 本 樹 （北翔大学）

藤井 佑介（明治大学）

星 雄 也 （千葉商科大学）

磯 江 周 （帝京大学）

岩野 伸也 （東京経済大学）

松尾 龍斗 （青山学院大学）

山本 秀弥 （日本体育大学）

城山 寿輝 （神奈川大学）

山田 廣輝 （苫小牧駒澤大学）

大野 翔一（帝京大学）

渡部 和樹 （神奈川大学）

村井 拓朗 （日本体育大学）

菊地 裕太 （東日本国際大学）

互野 純希 （北海道教育大学旭川校）

相和 勇輝（中央大学）

黒澤 拓也 （東京経済大学）

京河 凌平 （慶應義塾大学）

高 田 晃 （群馬大学）

内田 翔太（北翔大学）

日 光 凌 （法政大学）

石坂 勇太（東洋大学）

久 高 侑 （千葉商科大学）

西 正 記 （東海大学）

長谷川 達也 （日本体育大学）
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古 賀 輝 （早稲田大学）

岡田 裕太郎 （横浜商科大学）

川崎 礼央 （東京情報大学）

高橋 泰貴（札幌大学）

高柳 海斗（東海大学）

齋藤 謙太（帝京大学）

井 上 翼 （神奈川大学）

八木 勘輔 （慶應義塾大学）

平 田 昇 （日本大学）

岡島 尚哉（北翔大学）

石川 甚裕（東洋大学）

橘 健 朗 （北海道大学）

山口 凌司（明治大学）

中谷 亮太 （日本体育大学）

内山 創平（仙台大学）

春山 愼之介 （東京経済大学）

河崎 駿輔（法政大学）

岡本 拓磨 （日本体育大学）

手 柴 祐 （千葉商科大学）

古橋 俊彦 （東京情報大学）

土佐 優希 （神奈川大学）

粂川 卓哉（筑波大学）

権代 晃久 （苫小牧駒澤大学）

渡部 茂太（帝京大学）

林 遼 吾 （東北学院大学）

長島 拓己（東海大学）

坪井 知也 （慶應義塾大学）

佐竹 優一 （東北福祉大学）

柏原 光彰（専修大学）

大野 航世 （青山学院大学）

渡邊 達哉 （日本体育大学）

松丸 大輝（帝京大学）

矢田 将大 （法政大学Ⅱ部）

室岡 大晶（北翔大学）

中山 祐希 （日本体育大学）

三上 昂紀（中央大学）

矢島 孝紀（東海大学）

古屋 達郎 （神奈川大学）

石山 渓也 （慶應義塾大学）

長谷川 耀（専修大学）

大西 高太郎 （青山学院大学）

白石 将大 （日本体育大学）

阿久津 徹（千葉大学）

酒 井 岳 （立教大学）

田中 凌平 （神奈川大学）

岩佐 直也 （千葉商科大学）

相川 祐太朗 （東京経済大学）

佐久間 浩平 （筑波大学）

山根 賢太（帝京大学）

八木 啓太（北翔大学）

菅原 雅也 （東北学院大学）

川 崎 泰 （神奈川大学）

平 野 開 （法政大学）

岡久 佳祐 （北海道教育大学旭川校）

相澤 慈元 （東京経済大学）

田中 大智（東洋大学）

権藤 太平（日本大学）

大森 太一 （東日本国際大学）

古川 裕一郎 （札幌大学）

高橋 良平 （千葉商科大学）

松岡 弘樹 （日本体育大学）

渡邉 一司（帝京大学）

顧 正 贇 （東京情報大学）
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小森 洋佑（中央大学）

荒道 海人 （千葉商科大学）

平津 佳幸（日本大学）

中山 進太郎 （神奈川大学）

宮澤 弘治 （東京経済大学）

堀江 俊介 （東北学院大学）

佐々木 大樹 （北翔大学）

小林 和樹（東海大学）

島谷 航平（法政大学）

駒井 涼也 （東日本国際大学）

丹波 優介 （神奈川大学）

福嶋立 樹（帝京大学）

駒井 砂竜 （青山学院大学）

及川 敬太（専修大学）

山口 貴之 （日本体育大学）

安部 裕太 （横浜商科大学）

白木 郁人（帝京大学）

小林 俊也（明治大学）

高田 皓平（東海大学）

矢下 正貴（千葉大学）

鈴木 颯斗 （東京情報大学）

野口 裕輔（獨協大学）

岩田 直樹 （日本体育大学）

田 中 開 （早稲田大学）

三浦 崇行 （苫小牧駒澤大学）

西村 武浩 （慶應義塾大学）

遠藤 祐太（帝京大学）

濱田 敬太 （東北福祉大学）

渕上 幸憲（日本大学）

山田 健太 （千葉商科大学）

矢野 弘大 （神奈川大学）

新田 祥基（筑波大学）

三 浦 昂 （法政大学）

長島 智直 （東京経済大学）

荻本 貴嘉紀 （帝京大学）

中塩 和希 （日本体育大学）

小口 拓也（東洋大学）

海谷 慎吾（中央大学）

阿部 佑一郎 （千葉商科大学）

高田 大地 （慶應義塾大学）

二ノ宮 康介 （東京情報大学）

渕 上 元 （神奈川大学）

辻井 想太郎 （北海道大学）

溝口 慎也 （都留文科大学）

岡村 和輝（北翔大学）

竹 原 慧 （筑波大学）

飯塚 章人 （日本体育大学）

椎名 紀介（札幌大学）

松田 将斗 （東京経済大学）

小椋 悠太 （東日本国際大学）

鹿嶋 鯉太郎 （神奈川大学）

天野 柊平（立教大学）

西方 承平（北翔大学）

遠藤 彰悟 （東北学院大学）

西山 達也 （尚美学園大学）

松村 健太 （日本体育大学）

井上 浩幸 （関東学院大学）

福田 卓郎（法政大学）

千田 帆来土 （東海大学）

森田 太一 （神奈川大学）

齋 藤 敦 （帝京大学）

島倉 賢太郎 （日本大学）

櫻庭 弘貴（明治大学）

和田 治久 （早稲田大学）
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東野 圭悟（日本大学）

森 田 努 （帝京大学）

吉田 浩紀（立教大学）

村井 里樹 （神奈川大学）

佐久間 紀良 （東北学院大学）

監 物 航 （千葉商科大学）

川田 直人（東洋大学）

小野 拓也（北翔大学）

岡 井 翼 （北海道大学）

袖林 健太 （尚美学園大学）

石川 将也（札幌大学）

豊島 大地 （日本体育大学）

吉川 英太郎 （中央大学）

溝内 達也（筑波大学）

前表 和宏 （慶應義塾大学）

栗俣 知弥（東海大学）

吉田 佑平 （神奈川大学）

福井 寛人（専修大学）

程島 朋海 （慶應義塾大学）

一瀬 雄太（東海大学）

福島 卓哉（帝京大学）

島 田 賢 （日本体育大学）

高橋 健太（仙台大学）

濵松 大樹 （千葉商科大学）

城戸 和也 （東日本国際大学）

竹内 雅貴 （東京情報大学）

窪田 周斗 （日本体育大学）

佐伯 健人（日本大学）

羽田 丞毅（北翔大学）

松 岡 徹 （早稲田大学）

加藤 優太 （東京経済大学）

堀内 研人（法政大学）

佐伯 優人（帝京大学）

和田 祐太郎 （北翔大学）

渡邊 典雅 （東京情報大学）

千 葉 常 （日本体育大学）

市 川 海 （東海大学）

三浦 豪典（千葉大学）

金子 直人 （東北福祉大学）

日隈 健太 （神奈川大学）

高 木 透 （千葉商科大学）

横田 洋平（専修大学）

権藤 公平 （日本体育大学）

小泉 啓汰 （関東学院大学）

鈴木 雄登（法政大学）

平林 桂祐 （慶應義塾大学）

大滝 卓実 （東京経済大学）

加藤 夕弥（帝京大学）

銅 大 雅 （苫小牧駒澤大学）

佐 藤 樹 （筑波大学）

築地 佑磨 （東京経済大学）

林谷 悠貴 （神奈川大学）

三枝 力起 （青山学院大学）

平山 涼介（帝京大学）

赤石 正輝（北翔大学）

飯 塚 毅 （横浜商科大学）

堀ノ内 俊佑 （早稲田大学）

古野 達也 （日本体育大学）

大 宮 健 （神奈川大学）

高野 将斗（明治大学）

堀田 周吾（法政大学）

玉手 将弥 （東北学院大学）

鈴木 雄一朗 （中央大学）

小高 拓也（日本大学）
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星野 翔平 （日本体育大学）

松浦 謙一郎 （北翔大学）

三上 孝明 （東京情報大学）

町 田 強 （神奈川大学）

藤元 陽介（帝京大学）

森田 貴司 （東京経済大学）

小山 雄己 （苫小牧駒澤大学）

秋田 剛志 （青山学院大学）

染木 俊寛（中央大学）

渡 辺 成 （北海道教育大学旭川校）

山 田 徹 （神奈川大学）

濵松 泰成（東海大学）

西村 有貴（法政大学）

岩鼻 陽太郎 （北海学園大学）

菅澤 和也 （千葉商科大学）

藤巻 嵩寛 （日本体育大学）

黒 澤 瞭 （東日本国際大学）

工藤 悠斗（北翔大学）

石本 大輝（専修大学）

寺内 俊樹 （慶應義塾大学）

山田 啓詢（群馬大学）

平松 尚憲（立教大学）

青木 宏一朗 （横浜市立大学）

小野 秀彰 （東北福祉大学）

中村 彰宏 （東京経済大学）

河野 大地（帝京大学）

花田 勇信 （神奈川大学）

三 塚 裕 （東北学院大学）

重田 秀一郎 （東京情報大学）

坂本 大耶 （日本体育大学）

星 大 智 （日本大学）

中木 広大（明治大学）

大森 康平（日本大学）

垣内 大貴 （北海道大学）

木村 健太朗 （筑波大学）

三浦 光將 （日本体育大学）

武藤 洸汰 （関東学院大学）

長船 拓也（北翔大学）

井出 賢一 （東京情報大学）

三好 雄大 （神奈川大学）

武田 直哉 （青山学院大学）

須藤 博治 （千葉商科大学）

平 山 翔 （神奈川大学）

重山 恭悟（東海大学）

甲 谷 望 （法政大学）

坂口 雅治（東洋大学）

池田 将太（札幌大学）

大内 啓禎（帝京大学）

現王園 琢磨 （東海大学）

熊 谷 航 （千葉商科大学）

金浦 大地（中央大学）

具志堅 興祐 （立教大学）

本多 朝陽 （早稲田大学）

山崎 湧多 （神奈川大学）

藤川 茂人 （東京経済大学）

熊 倉 翼 （尚美学園大学）

桐生 聡之 （慶應義塾大学）

横島 将幸（日本大学）

原 健 大 （日本体育大学）

中村 拓馬（専修大学）

佐藤 尚紀（明治大学）

正田 真之介 （帝京大学）

間瀬 俊介（法政大学）


