
 
 

平成２８年度 埼玉県総合バドミントン選手権大会
平成２９年２月２６日 アスカル幸手

男子シングルス
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大島 祥平（川口市５３）1

山﨑 諒羽（埼玉栄中３）2

細田 幸徳（戸田市４３）3

佐古 和樹（叡明高４９）4

小潟 優樹 （大宮東高１０）5

山根 奨平（尚美学園２３）6

宮原 弘昌（志木市８）7

下平 宗治（川口市４２）8

溝口 敦史（さいたま市１８）9

川上 優人（叡明高４９）10

河 村 翼（埼玉栄中３）11

須賀 晴久（越谷市１６）12

渡邉 翔太（武里中学２１）13

吉田 祐基（叡明高４９）14

鈴木 裕介（上尾市３０）15

本 田 光（埼玉栄中３）16

小堀 輝也利（行田市４６）17

池田 隆明（越谷市３４）18

高橋 伸也（朝霞市４０）19

高橋 栄希（叡明高４９）20

関 政 和（加須市３７）21

斉 藤 陸（叡明高４９）22

上原 正太（尚美学園２３）23

吾妻 健太郎（叡明高４９）24

菊 地 健（越谷市１６）25

河田 敏樹（さいたま市３６）26

坂 田 蓮（武里中学２１）27

関 根 崇（入間市２５）28

佐々木 真哉（狭山市５）29

三 浦 学（北本市１５）30

末 安 望（叡明高４９）31

内野 陽太（埼玉栄中３）32

水口 誠太（川越市２７）33

鈴木 翔馬（叡明高４９）34

尾﨑 拓海（叡明高４９）35

島野 欽司（狭山市２）36

川島 直也（埼玉栄中３）37

阿久津 博将（北本市３３）38

佐藤 隆晴（朝霞市４８）39

上原 尚仁（尚美学園２３）40

坂 本 順（加須市２２）41

清川 良幸（八潮市４７）42

中島 正義（飯能市１２）43

佐藤 修輔（叡明高４９）44

森尻 勇太（蓮田市５５）45

矢吹 康佑（さいたま市５０） 46

野口 翔平（埼玉栄中３） 47

阪 口 巧（八潮市１６） 48

兼重 涼太（叡明高４９） 49

三瓶 光紀（さいたま市１５） 50

佐藤 一真（蓮田南中１１） 51

山下 潤也（埼玉栄中３） 52

白井 宏明（入間市２） 53

渡辺 壮駿（さいたま市５３） 54

大作 由幸（上尾市３０） 55

岩上 駿太（叡明高４９） 56

田中 爽太（叡明高４９） 57

大 山 遼（鴻巣市４１） 58

樋 口 輝（埼玉栄中３） 59

北 澤 典（さいたま市３９） 60

中西 陸玖（叡明高４９） 61

吉田 昌弘（越谷市１４） 62

茂 木 駿（叡明高４９） 63

福嶋 大河（川越市２６） 64

加 藤 恵（武里中学２１） 65

横 川 碩（尚美学園２３） 66

片岡 智也（所沢市４８） 67

小 堀 錬（叡明高４９） 68

柴田 拓実（埼玉栄中３） 69

千葉 晃久（川越市５４） 70

知念 隼人（尚美学園２３） 71

曽根 宏典（坂戸市３７） 72

渡邊 栄睦（叡明高４９） 73

嶋田 匡明（武里中学２１） 74

鍛治田 重行（坂戸市２５） 75

横山 和輝（大宮東高１０） 76

岡 敬太（朝霞市４０） 77

福田 冬弥（叡明高４９） 78

吉田 敦彦（越谷南高５６） 79

高橋 良典（越谷市１６） 80

急式 仁史（鴻巣市３３） 81

斎藤 元伸（所沢市５） 82

神長 敬祐（川越東高３５） 83

町田 笙太郎（叡明高４９） 84

百上 拓海（埼玉栄中３） 85

登 潤哉（叡明高４９） 86

三澤 大輔（春日部市３４） 87

藤田 直己（武里中学２１） 88

小島 裕一（さいたま市５１） 89
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齋藤 夏（埼玉栄高３）1

髙橋 恵美（川越市２８）2

塩浜 穂乃果 （尚美学園２３）3

原島 彩乃（埼玉栄中３）4

荒井 菜月（叡明高４９）5

桜井 彩貴（埼玉栄高３）6

鈴木 歩佳（越谷南高５６）7

新田 桃子（叡明高４９）8

中條 由菜（埼玉栄中３）9

木村 伊吹（細田学園１９）10

本田 悠理（埼玉栄高３）11

八角 実侑（蓮田南中３）12

倉島 美咲（埼玉栄中３）13

小林 茜梨（埼玉栄高３）14

秋元 未幸（埼玉栄高３）15

阿部 裕紀子 （上尾市１３）16

本田 碧泉（叡明高４９）17

外間 千奈美 （尚美学園２３）18

矢嶋 幸（埼玉栄中３）19

小原 浩美 （さいたま市１７）20

小泉 理紗子 （越谷南高５６）21

佐々木 りん （埼玉栄中３）22

林 樂（埼玉栄高３）23

上杉 杏（埼玉栄高３） 24

北山 茉実（埼玉栄中３） 25

飯田 瑞季（越谷南高５６） 26

篠山 麻衣（叡明高４９） 27

紫垣 智美 （さいたま市１７） 28

宮崎 淳美（埼玉栄中３） 29

吉田 瑠実（埼玉栄高３） 30

西村 美香 （さいたま市２８） 31

前田 香織（坂戸市２７） 32

佐藤 灯（叡明高４９） 33

佐藤 くるみ（埼玉栄中３） 34

阿部 彩奈（埼玉栄高３） 35

田中 芽依（埼玉栄高３） 36

田代 葵楓（埼玉栄中３） 37

森井 晴加（叡明高４９） 38

臼田 葵（細田学園１９） 39

大澤 佳歩（埼玉栄中３） 40

阿相 茉衣（埼玉栄高３） 41

鈴木 陽向（埼玉栄中３） 42

真橋 果穂（越谷南高５６） 43

宮城 悠（尚美学園２３） 44

大西 敬子 （さいたま市１３） 45

正田 捺実（埼玉栄高３） 46


