
 
 

第60回全日本学生バドミントン選手権大会 平成２１年１０月１６日－２２日
滋賀県大津市・草津市
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上田 拓馬 （早稲田大学）

高野 雅規 （尚美学園大学）

玉井 皓也 （同志社大学）

川村 勝平 （金沢学院大学）

坂本 賢宏 （苫小牧駒澤大学）

三宅 達也 （日本体育大学）

松浦 正輝（近畿大学）

和田 隆之介 （愛媛大学）

渡邉 一磨（日本大学）

高木 貴弘（龍谷大学）

古谷 勇人 （淑徳大学国際コミュニケーション学部）

松 本 岳 （中央大学）

川下 剛士 （立命館大学）

辻 岳 尋 （近畿大学）

木戸 道治 （日本体育大学）

坂井 哲也 （関西学院大学）

小関 裕也 （東北学院大学）

福田 春樹（中央大学）

武田 直也 （京都産業大学）

北 林 悠 （金沢学院大学）

高階 知也 （青山学院大学）

岡山 晃大（崇城大学）

内藤 浩司 （日本体育大学）

佐伯 祐行（日本大学）

伊藤 広太（近畿大学）

藤原 達矢 （敬和学園大学）

星野 健太郎 （日本大学）

伊佐 俊彦 （同志社大学）

池田 智明 （東日本国際大学）

原田 和憲 （早稲田大学）

大倉 弘樹 （京都産業大学）

田辺 佳文 （久留米大学）

高島 雅彦 （日本体育大学）

松 原 司 （龍谷大学）

橋本 翔太郎 （明治大学）

銭 谷 翔 （中央大学）

具志堅 興平 （金沢学院大学）

宇野 賢人 （立命館大学）

千京 尚将 （日本体育大学）

島 田 明 （福岡大学）

富山 拓哉（法政大学）

中里 好貴（東海大学）

金森 正和 （東海学院大学）

秋元 崇志（愛媛大学）

野口 勝利（日本大学）

小林 寛哉（龍谷大学）

三好 耕二（中央大学）

和 田 周 （日本体育大学）

決勝戦
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大田 圭祐 （日本体育大学）

石川 直也（高知大学）

平川 大貴（帝京大学）

植田 真伍 （大阪経済大学）

石川 直樹 （青山学院大学）

吉田 尚弘（中央大学）

堤 圭 吾 （龍谷大学）

宮本 樹希 （金沢学院大学）

今給黎 将之 （日本体育大学）

山下 泰樹（近畿大学）

佐藤 尚己 （東北学院大学）

松川 直弘（日本大学）

井谷 和弥（近畿大学）

栗田 輝亮 （関西学院大学）

長谷川 徹 （東京情報大学）

松田 壮平 （京都産業大学）

河田 尚也（中央大学）

高 島 誠 （日本体育大学）

安田 敬之 （立命館大学）

伊東 克範 （金沢学院大学）

小林 瑛二郎 （法政大学）

矢部 拓也 （同志社大学）

宮野 一樹（北翔大学）

早崎 修平（日本大学）

山下 貴士 （関西学院大学）

西永 光輝 （熊本学園大学）

海野 祐樹（中央大学）

柳 川 智 （龍谷大学）

三浦 時央 （日本体育大学）

大嶋 一彰（日本大学）

北 野 圭 （金沢学院大学）

樋口 龍太 （立命館大学）

田渕 雄喜（明治大学）

濱中 裕太（愛媛大学）

中鉢 隼人 （苫小牧駒澤大学）

佐 藤 黎 （日本体育大学）

吉 田 昇 （金沢学院大学）

森田 正秀（天理大学）

佐々木 翔太 （法政大学）

吉 村 諒 （龍谷大学）

西 澤 潤 （早稲田大学）

小川 量平 （日本体育大学）

毛利 智哉（大阪大学）

門元 良樹 （神戸学院大学）

西村 昭彦（中央大学）

門谷 晃貴（近畿大学）

前田 浩輔（福岡大学）

武下 利一 （敬和学園大学）




