
 
 

第５２回東日本学生バドミントン選手権大会 平成２１年８月３０日－９月６日
仙台市体育館、宮城野体育館
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銭 谷 翔 （中央大学）

和島 駿介 （東北福祉大学）

小林 優希 （日本体育大学）

桑原 一樹（専修大学）

永井 将之（法政大学）

鳥海 勇太 （東京経済大学）

舟窪 勇祐（北翔大学）

鈴木 隆弘（仙台大学）

清水 大智 （苫小牧駒澤大学）

木村 剛実（筑波大学）

川俣 裕亮 （東北学院大学）

松島 達人 （東洋大学理工学部）

佐 藤 航 （帝京大学）

木村 隼人 （共愛学園前橋国際大学）

河田 敏樹（東海大学）

綿引 嘉昭 （千葉商科大学）

寺田 惇平 （神奈川大学）

伊藤 伸悟（明治大学）

安永 高希 （東京情報大学）

阿部 皇介 （東日本国際大学）

熊野 貴泰（帝京大学）

志 村 直 （淑徳大学国際コミュニケーション学部）

岡田 祐大（東海大学）

酒井 祐輔（千葉大学）

青山 将道 （千葉商科大学）

斉藤 洋平（日本大学）

高橋 拓也 （苫小牧駒澤大学）

浅海 彰宏 （共愛学園前橋大学）

加藤 慶太郎 （東京経済大学）

千田 拓也 （神奈川大学）

三井 翔太（筑波大学）

山口 哲生 （慶應義塾大学）

福 岡 輝 （東海大学）

水上 拓也（東北大学）

新田 晃浩 （青山学院大学）

渡辺 維人（立教大学）

菅 原 恕 （国際武道大学）

佐藤 雄太 （尚美学園大学）

平川 大貴（帝京大学）

山田 雄一 （早稲田大学）

桜 井 翔 （尚美学園大学）

原 貴 行 （成蹊大学）

宮本 大地 （青山学院大学）

熊谷 勝義 （苫小牧駒澤大学）

中津 哲彦 （慶應義塾大学）

川満 起史 （東京農業大学）

奥 智 寛 （日本体育大学）

木村 彰宏 （東京経済大学）

林 俊 幸 （創価大学）

矢 田 啓 （東海大学）

植田 隼治（千葉大学）

小村 勇太（中央大学）

藤 沼 豊 （法政大学Ⅱ部）

竹内 裕也 （神奈川大学）

奥山 祐輝 （北海道大学）

川瀬 裕貴（仙台大学）

中村 祐樹 （千葉商科大学）

大島 一彰（日本大学）

藤野 和樹 （神奈川大学）

徳 田 充 （東海大学）

鳩山 雄己（筑波大学）

間 宮 亮 （東京情報大学）

野口 元生 （日本体育大学）

宮原 和也 （尚美学園大学）

小関 裕也 （東北学院大学）

中川 淳貴 （共愛学園前橋学園大学）

米陀 哲也（北翔大学）

池澤 佑介（立教大学）

佐藤 弘武 （苫小牧駒澤大学）

伊藤 勝広（東海大学）

佐藤 和哉 （東北福祉大学）

高 橋 慧 （慶應義塾大学）

星野 敬嗣 （神奈川大学）

上井 良太 （関東学院大学）

森泉 直輝（帝京大学）

佐藤 広忠 （國學院大學）

佐々木 翔太 （法政大学）
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星野 健太郎 （日本大学）

萬崎 慧太 （法政大学Ⅱ部）

松田 優馬 （淑徳大学国際コミュニケーション学部）

藤沢 勇樹（明星大学）

斎藤 広紀 （東日本国際大学）

磯崎 祐磨 （神奈川大学）

安 田 透 （玉川大学）

中上 文人（専修大学）

逢澤 宏亮（中央大学）

長 井 優 （東洋大学理工学部）

角田 雄作 （神奈川大学）

長谷川 達郎 （苫小牧駒澤大学）

小幡 直哉 （酪農学園大学）

石川 貴寛 （日本体育大学）

斎 藤 司 （東北福祉大学）

坂 下 生 （帝京大学）

君島 貫太 （千葉商科大学）

平野 雅也（東海大学）

前田 和紀（成蹊大学）

落合 太一（千葉大学）

佐 藤 良 （苫小牧駒澤大学）

高口 洋輔 （桐蔭横浜大学）

村越 大樹 （東京経済大学）

平野 拓弥 （青山学院大学）

竹内 滋彦（創価大学）

斑目 一茂 （尚美学園大学）

伊藤 竜太郎 （東京農業大学）

五味 大貴 （千葉商科大学）

中嶋 諒太（明治大学）

中里 好貴（東海大学）

工藤 敏裕 （日本体育大学）

野村 和秀 （慶應義塾大学）

佐々木 啓太 （東京情報大学）

阿部 雅大（立教大学）

木 庭 亨 （神奈川大学）

鈴木 大裕（法政大学）

森 一 輝 （帝京大学）

佐々木 啓 （早稲田大学）

金谷 聡士 （国際武道大学）

荒川 真吾 （北海道大学）

小林 匡由 （東北福祉大学）

塚田 賢治 （千葉商科大学）

小野 貞昭 （苫小牧駒澤大学）

山 本 慧 （筑波大学）

丸山 英貴（千葉大学）

鈴 木 光 （中央大学）

三橋 智希 （日本体育大学）

高階 知也 （青山学院大学）

芦澤 歩夢（東海大学）

今村 敏志（仙台大学）

竹内 慶太郎 （日本大学）

立松 彰吾 （日本体育大学）

根岸 規義 （尚美学園大学）

遠藤 宗乃介 （立教大学）

高 橋 惇 （神奈川大学）

星 勇 輝 （法政大学Ⅱ部）

小野 雄大（帝京大学）

渋谷 康太 （慶應義塾大学）

森 公 彦 （立教大学）

工藤 晃路（東海大学）

宗 像 力 （関東学院大学）

石川 卓人 （日本体育大学）

小野 雅明 （苫小牧駒澤大学）

鈴木 雅貴 （東北学院大学）

富山 拓哉（法政大学）

野口 秀之（日本大学）

白 戸 翔 （神奈川大学）

池亀 哲哉（東洋大学）

平 野 優 （東日本国際大学）

岩見 隆宏（明治大学）

水谷 雅巳（東北大学）

長谷川 洋平 （東京経済大学）

後藤 旭彦（北翔大学）

伊藤 恒平（立教大学）

斉藤 壮輝 （千葉商科大学）

大田 圭祐 （日本体育大学）
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嘉村 健士 （早稲田大学）

永井 圭祐 （尚美学園大学）

佐々木 俊仁 （神奈川大学）

菅澤 伸哉（日本大学）

阿部 慎也（立教大学）

近藤 早寿 （青山学院大学）

松永 典晃 （国際武道大学）

福田 光生（千葉大学）

早坂 俊信（山形大学）

大平 圭亮（東洋大学）

宮下 党司 （酪農学園大学）

小 池 毅 （東北福祉大学）

田渕 雄喜（明治大学）

船矢 竜太 （慶應義塾大学）

島田 優樹（東海大学）

川西 卓也 （北海道大学）

山崎 真理 （苫小牧駒澤大学）

中野 忠昭 （日本体育大学）

増子 達也 （東日本国際大学）

阿部 翔太 （苫小牧駒澤大学）

桜 井 聡 （淑徳大学国際コミュニケーション学部）

黒田 裕太 （千葉商科大学）

矢崎 雅士（明治大学）

浅野 裕樹（東海大学）

竹内 雅明（法政大学）

茂木 伸男 （東京経済大学）

澁澤 直樹（東北大学）

常田 周吾 （神奈川大学）

河合 聡史 （法政大学Ⅱ部）

三 堀 優 （桐蔭横浜大学）

吉田 尚弘（中央大学）

初田 翔平（帝京大学）

三 浦 峻 （東海大学）

加藤 大輔（北翔大学）

白ヶ澤 直樹 （慶應義塾大学）

木内 健登 （東京情報大学）

八木 彬人 （日本体育大学）

菅原 健太（仙台大学）

矢神 謙介（日本大学）

和 田 周 （日本体育大学）

杉山 保明 （東京経済大学）

青沼 陽太 （千葉商科大学）

浜西 達也 （神奈川大学）

川上 直人（日本大学）

荒瀬 将人 （淑徳大学国際コミュニケーション学部）

斎藤 信也 （東北福祉大学）

鈴木 克博 （苫小牧駒澤大学）

木村 将紀（明治大学）

秋 山 壮 （東北学院大学）

野々村 聡 （青山学院大学）

林 純 司 （日本体育大学）

西 澤 潤 （早稲田大学）

岡野 拓也（立教大学）

山崎 高広（帝京大学）

笹森 智哉（東海大学）

浪越 隆史（成蹊大学）

小 原 崇 （北翔大学）

木全 純樹（創価大学）

高島 雅彦 （日本体育大学）

竹内 卓也（東海大学）

駒田 直也（法政大学）

大庭 圭介 （尚美学園大学）

小池 尚也 （神奈川大学）

櫻井 孝輔（仙台大学）

兵藤 博朗 （慶應義塾大学）

室井 和久（帝京大学）

鈴木 裕太 （東日本国際大学）

岡田 秀樹（茨城大学）

原田 一樹 （國學院大學）

水沼 侑也 （東北福祉大学）

小泉 秀登（筑波大学）

荒舘 幸平（専修大学）

山下 広祐 （千葉商科大学）

佐藤 貴則 （神奈川大学）

渡辺 哲彦 （東洋大学理工学部）

斉藤 貴明（玉川大学）

三好 耕二（中央大学）
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河田 尚也（中央大学）

山家 修一（北翔大学）

本谷 勇弥 （千葉商科大学）

野田 風雅 （尚美学園大学）

岡田 夢輝（東海大学）

佐々木 裕介 （仙台大学）

坂本 賢宏 （苫小牧駒澤大学）

今給黎 将之 （日本体育大学）

多田 祐太（岩手大学）

浦中 裕一朗 （成蹊大学）

手塚 芳人（千葉大学）

川口 太希 （慶應義塾大学）

斎藤 洋毅 （神奈川大学）

山本 達矢（明治大学）

佐々木 真樹 （東洋大学理工学部）

安 納 俊 （筑波大学）

福田 新太 （青山学院大学）

小林 貴志（創価大学）

岡部 知行（帝京大学）

猿館 直樹（東海大学）

豊 将 大 （帝京大学）

竹内 大輔 （日本体育大学）

外崎 翔太 （東京情報大学）

森 拓 也 （東北福祉大学）

永瀬 聖乃 （東京経済大学）

土肥 大志（立教大学）

武笠 祥大（明星大学）

柿 崎 渉 （苫小牧駒澤大学）

田原 吉智（専修大学）

村岡 景太 （北海道大学）

雨宮 友彦 （東京農業大学）

斉藤 稔徳 （千葉商科大学）

木場 勇介（法政大学）

大藤 琢矢（東北大学）

杉井 文倫 （関東学院大学）

三浦 基嗣 （慶應義塾大学）

牧 本 剛 （淑徳大学国際コミュニケーション学部）

早崎 修平（日本大学）

末吉 佑任 （青山学院大学）

須山 和俊（千葉大学）

鈴木 智也（東海大学）

山内 良介 （石巻専修大学）

南波 利行 （東洋大学理工学部）

栂野尾 昌志 （日本大学）

東 祐太朗 （法政大学Ⅱ部）

古谷 勇人 （淑徳大学国際コミュニケーショん学部）

中村 凌太郎 （明治大学）

升巴 勇希 （日本体育大学）

菅 野 准 （東北学院大学）

田 中 徹 （神奈川大学）

三澤 悠大 （慶應義塾大学）

田中 稜士 （千葉商科大学）

金 子 光 （北翔大学）

谷脇 晃太郎 （立教大学）

小松 俊介 （早稲田大学）

菅野 暢晃 （東日本国際大学）

長谷見 潤 （尚美学園大学）

西村 昭彦（中央大学）

林 達 也 （東海大学）

太田 尊也 （苫小牧駒澤大学）

岩橋 俊明 （慶應義塾大学）

山崎 裕太（日本大学）

衛藤 翔平 （日本体育大学）

江田 昇平 （東京経済大学）

友 居 豊 （神奈川大学）

石井 宏昌（専修大学）

佐藤 孝紀 （東北福祉大学）

小出 勝也（筑波大学）

佐々木 翔 （尚美学園大学）

寺 澤 敦 （国際武道大学）

田崎 真資（帝京大学）

村 上 俊 （早稲田大学）

垰畑 亮太（法政大学）

森田 恭平 （東京情報大学）

波戸場 祐多 （共愛学園前橋大学）

秋澤 祐太 （神奈川大学）

三宅 達也 （日本体育大学）
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松川 直弘（日本大学）

伊勢 昇平 （慶應義塾大学）

山下 芳明 （日本体育大学）

小泉 佳祐 （尚美学園大学）

田中 翔吾 （神奈川大学）

佐藤 功典 （東日本国際大学）

後藤 正治 （桐蔭横浜大学）

藤 井 亮 （青山学院大学）

神田 正行（千葉大学）

奥富 拓也 （東洋大学理工学部）

小野寺 勝也 （明治大学）

小 野 周 （東北福祉大学）

佐藤 尚己 （東北学院大学）

鈴 木 航 （苫小牧駒澤大学）

福島 友朗（帝京大学）

山下 大智 （北海道大学）

石川 岳明（東洋大学）

及川 拓人 （早稲田大学）

金井 大輔 （千葉商科大学）

佐藤 光博 （千葉商科大学）

国府田 祐希 （立教大学）

木 村 駿 （日本体育大学）

高野 拓己（北翔大学）

久保田 博晶 （東京経済大学）

佐藤 聖武 （苫小牧駒澤大学）

本田 裕士 （慶應義塾大学）

日高 篤俊（筑波大学）

渋谷 拓海 （國學院大學）

鈴 木 健 （神奈川大学）

松下 佐今 （共愛学園前橋国際大学）

渡邉 明成 （東京情報大学）

岩 川 倭 （帝京大学）

大江 正人 （神奈川大学）

村上 竜也（中央大学）

佐藤 智哉（仙台大学）

渡邉 一磨（日本大学）

堀江 昇太（東海大学）

馬場 祐昌 （尚美学園大学）

佐藤 大樹（法政大学）

木戸 道治 （日本体育大学）

村越 和典（帝京大学）

岩崎 龍馬 （早稲田大学）

近 藤 嶺 （立教大学）

前岡 佑輔 （神奈川大学）

竹追 英雄（専修大学）

村山 千春 （千葉商科大学）

堀 慎 平 （東京経済大学）

遠藤 浩明（東海大学）

野崎 洋輔（東北大学）

木安 俊介 （酪農学園大学）

和 田 誠 （成蹊大学）

高野 修司 （淑徳大学国際コミュニケーション学部）

渡邊 和紀（千葉大学）

鈴木 秀治 （日本体育大学）

渡辺 知久 （東京農業大学）

野村 洋平（玉川大学）

中川 雄介 （青山学院大学）

福崎 淳一 （慶應義塾大学）

池田 智明 （東日本国際大学）

下田 大樹（立教大学）

山 田 慎 （日本体育大学）

滝 内 亮 （法政大学）

竹内 優也 （法政大学Ⅱ部）

高嶋 淳平（日本大学）

前原 俊宏（東海大学）

橋本 翔太郎 （明治大学）

寺島 裕二 （東北学院大学）

関田 直也（筑波大学）

藁谷 竜也（仙台大学）

高橋 大介 （千葉商科大学）

武井 宣紀 （神奈川大学）

大久保 昌輝 （苫小牧駒澤大学）

北島 翔太（帝京大学）

菅原 春樹 （国際武道大学）

市川 達也（北翔大学）

和田野 剛志 （東北福祉大学）

松 本 岳 （中央大学）
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笹木 里司 （早稲田大学）

斉藤 俊平（明治大学）

森本 修介 （慶應義塾大学）

平 戸 充 （青山学院大学）

平 恭 之 （桐蔭横浜大学）

加納 竜太（帝京大学）

小林 瑛二郎 （法政大学）

細貝 拓也 （東京経済大学）

石 上 佑 （千葉商科大学）

藍原 義彬 （尚美学園大学）

鈴木 啓太 （苫小牧駒澤大学）

戸 辺 卓 （立教大学）

石井 利輝 （尚美学園大学）

香川 朋嘉 （関東学院大学）

長谷部 達哉 （専修大学）

伊 藤 輝 （神奈川大学）

松原 一平 （北海道大学）

三上 晶俊 （東京情報大学）

石岡 陽平 （慶應義塾大学）

堀口 翔平 （共愛学園前橋大学）

高橋 雅樹 （苫小牧駒澤大学）

阿蘇 拓也（明治大学）

加納 侑紀 （日本体育大学）

三 浦 剛 （尚美学園大学）

天野 勝仁 （神奈川大学）

薄田 健史（千葉大学）

竹内 裕詞 （慶應義塾大学）

斎藤 嘉貴（日本大学）

田内 秀幸（北翔大学）

佐藤 圭祐（仙台大学）

森田 真也（中央大学）

高木 雄史（成蹊大学）

氣賀澤 裕磨 （國學院大學）

大槻 勲史 （東北福祉大学）

薗 部 歩 （帝京大学）

北 澤 典 （淑徳大学国際コミュニケーション学部）

黒 澤 瞬 （東北学院大学）

佐 藤 黎 （日本体育大学）

千京 尚将 （日本体育大学）

穴戸 由彦（明治大学）

宮代 祐真 （淑徳大学国際コミュニケーション学部）

重岡 明宏（東海大学）

浅 野 光 （東北大学）

片桐 賢司（創価大学）

羽石 直弥 （早稲田大学）

柳 原 秀 （慶應義塾大学）

佐藤 圭太 （東日本国際大学）

遠藤 辰也（千葉大学）

大 竹 圭 （東京経済大学）

横関 拓也（立教大学）

松島 圭祐 （神奈川大学）

今野 裕基 （東北福祉大学）

濱邉 昭平 （千葉商科大学）

西谷 智幸 （苫小牧駒澤大学）

進藤 勇紀 （東京情報大学）

合田 つばさ （国際武道大学）

山村 駿介（日本大学）

日下部 友哉 （東海大学）

藁科 侑希（筑波大学）

山田 知幸 （神奈川大学）

加藤 真二 （尚美学園大学）

原田 孝輔 （東京経済大学）

福 田 晃 （明治大学）

三浦 時央 （日本体育大学）

小笠原 純也 （東海大学）

和田 亮太 （法政大学Ⅱ部）

長嶋 一輝（法政大学）

西 谷 遼 （千葉商科大学）

中鉢 隼人 （苫小牧駒澤大学）

高野 巧一郎 （茨城大学）

小野 拓也 （神奈川大学）

吉田 大祐（明星大学）

北原 啓吾 （青山学院大学）

高橋 優司 （石巻専修大学）

黒田 大希 （日本体育大学）

島田 航平（北翔大学）

福田 春樹（中央大学）
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佐伯 祐行（日本大学）

細川 雄亮 （北海道大学）

三島 史暁 （神奈川大学）

池田 勇気 （千葉商科大学）

佐々 泰知 （苫小牧駒澤大学）

正 木 裕 （尚美学園大学）

本柳 雄基（立教大学）

清水 邦平 （青山学院大学）

成田 大輔（明治大学）

會澤 文吾（東海大学）

大門 祐亮（千葉大学）

原 拓 也 （慶應義塾大学）

望月 聖裕 （東京経済大学）

今城 岳彦（東北大学）

池口 弘晃 （日本体育大学）

秋澤 啓太（専修大学）

小場 裕大（中央大学）

田中 謙次 （神奈川大学）

松本 和也 （東洋大学理工学部）

長谷川 徹 （東京情報大学）

永森 俊亮 （法政大学Ⅱ部）

梅村 良平 （日本体育大学）

村越 雄太（東海大学）

真栄城 優 （慶應義塾大学）

菊池 大志 （国際武道大学）

川 上 圭 （酪農学園大学）

熊谷 昂洋 （東北福祉大学）

田中 章博（茨城大学）

斎藤 雅敏 （神奈川大学）

赤間 正人 （東日本国際大学）

天野 宏紀（東京大学）

西本 卓矢 （早稲田大学）

甲 谷 光 （法政大学）

角谷 翔太（北翔大学）

増 子 光 （帝京大学）

佐藤 啓司 （千葉商科大学）

佐野 亮介（東海大学）

末 松 純 （明治大学）

海野 祐樹（中央大学）

須 藤 駿 （神奈川大学）

六角 大貴 （苫小牧駒澤大学）

吉 永 亮 （成蹊大学）

新井 悠介（立教大学）

古川 龍之介 （日本体育大学）

須賀 亮太 （慶應義塾大学）

青木 康友 （東京経済大学）

安藤 誠将 （東北福祉大学）

小野山 敬（東洋大学）

得永 悠伎（千葉大学）

高柳 健太（東海大学）

横山 翔太（東北大学）

松 浦 翔 （早稲田大学）

浅沼 光太朗 （仙台大学）

田村 祐也（明星大学）

五十嵐 翼 （東北学院大学）

田部井 陽介 （共愛学園前橋大学）

萩原 優樹（帝京大学）

三枝 伸和 （東京経済大学）

内田 成彦 （淑徳大学国際コミュニケーション学部）

井出 啓太 （尚美学園大学）

三 田 誠 （青山学院大学）

久保 友春（筑波大学）

戸塚 雅之（専修大学）

宮 島 啓 （法政大学Ⅱ部）

米川 剛史 （苫小牧駒澤大学）

中島 忠昭（法政大学）

藤原 理人（明治大学）

吉 澤 薫 （神奈川大学）

松原 啓太（帝京大学）

神戸 瞭至（東海大学）

松井 夏希（日本大学）

村上 達也（立教大学）

清水 祐太 （千葉商科大学）

鈴木 章伸 （慶應義塾大学）

Ｂ ｙ ｅ

小川 量平 （日本体育大学）
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小松崎 佑也 （法政大学）

沓澤 康平 （神奈川大学）

湯谷 亮介（中央大学）

丸山 慎之助 （神奈川大学）

宮 本 拓 （成蹊大学）

瀧深 瑞翔 （関東学院大学）

若林 幸佑 （千葉商科大学）

高 島 誠 （日本体育大学）

中 嶌 優 （慶應義塾大学）

蜂 谷 聡 （東京情報大学）

堀田 友也 （東北学院大学）

戸 部 明 （立教大学）

宮野 一樹（北翔大学）

下条 亮介（千葉大学）

田中 孝一（創価大学）

一林 正吾（東海大学）

鈴木 章義 （神奈川大学）

大久保 雄太 （苫小牧駒澤大学）

広 岡 翔 （日本大学）

野中 聡志（専修大学）

福岡 直道 （苫小牧駒澤大学）

神戸 貴也（帝京大学）

渡辺 幸平 （國學院大學）

鈴木 貴行 （淑徳大学国際コミュニケーション学部）

原田 和憲 （早稲田大学）

伊澤 雄貴（東海大学）

小澤 雄貴 （慶應義塾大学）

菅井 浩人 （尚美学園大学）

杉本 祐斗 （日本体育大学）

大和田 想 （尚美学園大学）

安倍 惇士（明治大学）

宮 川 聡 （東日本国際大学）

小林 勝彦 （神奈川大学）

山口 大貴 （東北福祉大学）

栗原 淳史 （東京経済大学）

北条 太基（仙台大学）

本 川 薫 （東洋大学理工学部）

石川 直樹 （青山学院大学）

野口 勝利（日本大学）

井上 貴文（立教大学）

畑山 辰仁 （東北福祉大学）

米元 優樹（法政大学）

齋藤 真之介 （苫小牧駒澤大学）

竹内 隼斗（明治大学）

手塚 保将（中央大学）

黒田 匠馬（筑波大学）

野原 大輔 （日本体育大学）

矢 野 翔 （東京情報大学）

小林 俊介 （淑徳大学国際コミュニケーション学部）

内藤 浩司 （日本体育大学）

慶 野 光 （東海大学）

植田 啓生 （慶應義塾大学）

高野 雅規 （尚美学園大学）

石川 佳樹 （神奈川大学）

加納 大貴（北翔大学）

千 葉 博 （東北大学）

柳 原 潤 （千葉商科大学）

齋藤 達也（帝京大学）

鈴 木 聡 （千葉商科大学）

皆 木 純 （東洋大学理工学部）

松丸 一輝（日本大学）

長谷川 圭太 （苫小牧駒澤大学）

荒川 大輔 （流通経済大学）

加藤 潤一 （桐蔭横浜大学）

戸塚 紘二郎 （山形大学）

田垣 貴也 （日本体育大学）

川内 隆宏 （北海学園大学）

影山 聡一郎 （仙台大学）

桜井 勇馬 （神奈川大学）

角田 圭輔 （青山学院大学）

玉城 卓也 （国際武道大学）

小林 武志 （北海道大学）

永 井 諒 （法政大学Ⅱ部）

白 藤 翔 （帝京大学）

江藤 允裕 （東京農業大学）

福澤 弘之（東海大学）

上田 拓馬 （早稲田大学）


