
 
 

平成２７年度 埼玉県総合バドミントン選手権大会
平成２８年２月２８日 久喜市総合体育館
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後藤 亮貴（叡明高３３）1

山下 直飛（川口東高５２）2

小潟 優樹（大宮東高８）3

長谷川 慎（越谷市４２）4

鈴木 裕介（上尾市２８）5

高野 雅規 （さいたま市３７）6

田仲 周一郎 （上尾市３２）7

千葉 晃久（川越市１）8

関 政和（加須市２５）9

吾妻 健太郎 （武里中１４）10

赤祖父 裕樹 （朝霞市５７）11

大島 祥平（川口市４４）12

河田 敏樹 （さいたま市４８）13

梅崎 克彦（越谷南高１６）14

佐古 和樹（叡明高３３）15

細田 幸徳（戸田市２９）16

沼倉 昌明（朝霞市５４）17

須永 真知（行田市５５）18

佐藤 一真（蓮田南中２２）19

溝口 敦史 （さいたま市２３）20

横山 準星（叡明高３３）21

高橋 良典（越谷市３７）22

緑川 大輝（埼玉栄中４）23

中山 裕貴（埼玉栄中４） 24

吉田 敦彦（越谷南高１６） 25

高橋 伸也（朝霞市４５） 26

松本 朗（さいたま市３７） 27

水口 誠太（川越市１７） 28

小堀 錬（叡明高３３） 29

清川 良幸（八潮市４２） 30

坂本 順（加須市２５） 31

三瓶 光紀 （さいたま市２０） 32

神長 敬祐（川越東高１５） 33

藤代 慧（叡明高３３） 34

鈴木 翔馬（武里中１４） 35

知念 隼人（川越市５５） 36

新井 暢希（鴻巣高校１１） 37

尾﨑 拓海（叡明高３３） 38

廣岡 翔（伊奈町５１） 39

市丸 修平 （さいたま市４４） 40

須賀 晴久（越谷市３７） 41

廿樂 大輝（大宮東高８） 42

須賀野 翔（狭山市２４） 43

斉藤 武一郎（北区２９） 44

芹ヶ野 渓介 （川口東高５２） 45

矢吹 康佑 （さいたま市４０） 46

決勝戦
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 男子シングルス－２

平成２７年度 埼玉県総合バドミントン選手権大会
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福田 冬弥（叡明高３３）47

林 翔太郎（志木市４４）48

小柳 純（鴻巣高校１１）49

安生 泰久（上尾市３２）50

長谷川 誠 （さいたま市３５）51

小川 晃史（飯能市２４）52

森尻 勇太（蓮田市３８）53

鍛治田 重行 （坂戸市４６）54

岩上 駿太（武里中１４）55

菊地 健（越谷市３７）56

遠藤 彩斗（埼玉栄中４）57

大橋 茂（川越市５０）58

齊藤 俊（所沢市１０）59

松村 拓哉（蓮田南中２２）60

田中 大智 （さいたま市４０）61

神谷 輝（川越東高１５）62

三浦 学（北本市２０）63

曽根 宏典（坂戸市２５）64

田村 幸大（叡明高３３）65

近藤 佑亮（新座市１７）66

小林 大樹（川口東高５２）67

横山 和輝（大宮東高８）68

上原 正太（川越市５５）69

高橋 栄希（叡明高３３） 70

河野 樹（蓮田南中２２） 71

岩崎 暁（飯能市３５） 72

大山 遼（鴻巣高校１１） 73

大作 由幸（上尾市２８） 74

福嶋 大河（川越市３） 75

岳野 大知（所沢市３９） 76

佐藤 優希 （さいたま市３７） 77

斎藤 陸（叡明高３３） 78

阿部 葵（大宮東高８） 79

町田 笙太郎 （武里中１４） 80

片岡 智也（志木市５１） 81

堀内 拓人（久喜市３７） 82

関根 大輔（越谷南高１６） 83

間野田 尚行 （入間市３１） 84

田中 爽太（叡明高３３） 85

藤田 樹生（八潮市２５） 86

武井 優太（埼玉栄中４） 87

白井 宏明（入間市１） 88

渡辺 壮駿 （さいたま市４４） 89

関野 凌成（川口東高５２） 90

中山 智史（草加市３７） 91

小島 裕一 （さいたま市５６） 92
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川島 美南（埼玉栄高１９）1

縄手 佳代（越谷南高１６）2

大西 敬子 （さいたま市１２）3

上杉 杏（埼玉栄中４）4

野島 晶（浦和麗明１３）5

本田 静紅（細田学園６）6

照林 未来（埼玉栄高１９）7

日置 友花子 （富士見市５）8

板垣 郁南（浦和麗明１３）9

田中 芽依（埼玉栄高１９）10

髙橋 恵美（川越市２３）11

阿相 茉衣（埼玉栄中４）12

柏原 奈弥（加須市５５）13

吉田 瑠実（埼玉栄中４）14

杉田 舞（桶川市２５）15

八角 実侑（蓮田南中２２）16

秋元 未幸（埼玉栄高１９）17

浅野 佑果（細田学園６）18

安田 香菜子 （浦和麗明１３）19

鈴木 成美（埼玉栄高１９）20

曽根 美香（坂戸市２５）21

朝長 葵（越谷南高１６）22

森井 晴加（叡明高３３）23

淀 英恵（武里中１４）24

正田 捺実（埼玉栄高１９）25

齋藤 夏（埼玉栄中４） 26

秋庭 美羽 （蓮田南中２２） 27

田村 優佳（細田学園６） 28

西村 ゆり香 （埼玉栄高１９） 29

佐藤 灯（武里中１４） 30

真々田 実花 （浦和麗明１３） 31

飯田 瑞季 （越谷南高１６） 32

宮城 悠（和光市５５） 33

関 里枝（加須市２５） 34

林 樂（埼玉栄高１９） 35

本田 悠理（埼玉栄中４） 36

福田 心愛 （浦和麗明１３） 37

古閑 鈴香 （埼玉栄高１９） 38

池澤 みずほ （埼玉栄高１９） 39

井筒 恵理子（朝霞市５） 40

青柳 茉子（細田学園６） 41

鳩貝 早紀（久喜市９） 42

桜井 彩貴 （埼玉栄高１９） 43

本田 碧泉（叡明高３３） 44

小野 日呂花 （細田学園６） 45

阿部 彩奈（埼玉栄中４） 46

小林 茜梨 （埼玉栄高１９） 47

外間 千奈美 （和光市５５） 48

山下 仁子 （浦和麗明１３） 49

小原 浩美 （さいたま市２５） 50

上杉 夏美 （埼玉栄高１９） 51


