
 

第２３回全国高等学校定時制通信制バドミントン大会
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酒井 佑介 （爽風館（通）・大分）

成田 一騎 （北斗・青森）

藤原 陽斗 （宍道高校（通）・島根）

酒井 宣聡 （長岡英智・新潟）

谷 優司朗 （星槎国際・高知）

小野 竜輝 （神戸工業・兵庫）

樽尾 征弥 （徳島中央（定中間部）・徳島）

渡辺 仁哉 （室蘭栄・北海道）

山下 大智 （星槎国際広島・広島）

岡本 康貴 （大宮中央・埼玉）

古島 史隆 （朱雀（通）・京都）

大城 清雄 （泊（通）沖縄）

須山セルソ和広 （松本筑摩・長野）

伊東 幸大 （勇志国際・熊本）

大 山 陸 （角館・秋田）

福岡 義人 （稔ヶ丘・東京）

一柳 和弥 （向陽台・大阪）

熊野 紘熙 （鯖江定時制・福井）

西水 智弥 （開陽高校・鹿児島）

渡邉 晃生 （市立仙台工業・宮城）

程内 龍也 （富島・宮崎）

田中 蒼士 （倉敷市立工業・岡山）

阿 南 篤 （一色・愛知）

三浦 由樹 （中央（定）・山梨）

市川 真大 （秀英・神奈川Ａ）

丸 田 零 （船橋・千葉）

佐藤 京太 （福島中央・福島）

澤村 有登 （霞城学園（通）・山形）

木村 愛斗 （彦根工業・滋賀）

舘野 大地 （前橋清陵・群馬）

黒宮 康由希 （向陽台古川学園・三重）

鈴木 良惟 （杜陵奥州（通）・岩手）

平川 快斗 （静岡中央・静岡）

都築 大和 （香川県立丸亀・香川）

岡田 直興 （天理・奈良）

犬塚 健太 （佐世保中央（夜間）・長崎）

高野 尋斗 （新川みどり野・富山）

二田水 陽晟 （下関西・山口）

内田 響耀 （翔洋学園・茨城）

大竹夏樹 （学悠館・栃木）

榎本 友輝登 （南紀・和歌山）

二神 侑雅 （松山東・愛媛）

高橋 哲也 （岐阜工業・岐阜）

出口 雄一朗 （横浜総合・神奈川Ｂ）

東田 大悟 （金沢中央・石川）

島 﨑 颯 （米子白鳳・鳥取）

山田 風雅 （爽風館（３部制）・大分）

近藤 裕貴 （三池工業・福岡）

山崎 心輝 （土浦第一・茨城）

前田 直樹 （米子白鳳・鳥取）

大城 祐弥 （仙台育英学園ＩＬＣ沖縄・沖縄）

撫養 大地 （松山工業・愛媛）

山口 和希 （佐世保中央（夜間）・長崎）

菅原 豊 （鶴岡工業・山形）

濱田 竜之介 （北斗・青森）

高橋 蓮輝 （金沢中央・石川）

河 合 竜 （岐阜工業・岐阜）

内山 昴哉 （浜松北・静岡）

高橋 るい （東日本国際大学昌平・福島）

片野 瑠星 （徳山・山口）

三澤 祐典 （名古屋市立中央・愛知）

朝倉 将太 （高田南城（通）・新潟）

堀口 翔太 （奥島科学技術（定）・徳島）

柿木 慶将 （開陽高校・鹿児島）

山 本 蓮 （松本筑摩・長野）

山岡 志龍 （高知東工業・高知）

鈴木大空 （科学技術学園宇都宮・栃木）

遠 藤 澪 （川崎総合科学・神奈川Ｂ）

野中 智史 （博多青松（定）・福岡）

佐々木 大和 （宮古（通）・岩手）

中井 翔太郎 （一ツ葉・熊本）

山﨑 天陽 （大和中央・奈良）

土江 翼 （宍道高校（通）・島根）

佐藤 啓玖 （前橋清陵・群馬）

金子 颯太 （横手・秋田）

吉川 幸輝 （となみ野・富山）

大江 健太 （飾磨工業（多１・２部）・兵庫）

宮本 真悟 （南紀・和歌山）

加藤 康汰 （大宮中央・埼玉）

伊藤 友佑 （都留（定）・山梨）

河野 航大 （宮崎東（通）・宮崎）

平 井 巧 （ＲＩＴＡ学園・香川）

北清 大祉 （砂川・東京）

髙島 彰太 （生浜・千葉）

藤原 茂伊 （向陽台・大阪）

信谷 龍河 （井原・岡山）

佐々木 弘樹 （貞山・宮城）

大久保 彪 （鯖江定時制・福井）

石崎 竜虎 （北星・三重）

江口 文亮 （瀬田工業・滋賀）

山野 志優 （爽風館（３部制）・大分）

杉田 裕耶 （東舞鶴浮島分校・京都）

澤井 光貴 （秀英・神奈川Ａ）

山田 貴大 （賀茂・広島）

長船 達也 （星槎国際・北海道）

塩宮 海斗 （湧心館・熊本）
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岩永 笑実 （大津清陵（昼間部）・滋賀）

三輪 采加 （名古屋西・愛知）

安田 玲奈 （郡山萌世・福島）

長崎 由奈 （城南・岐阜）

永田 彩華 （開陽高校・鹿児島）

辻 結 真 （砂川・東京）

坂井 愛良 （丸岡（定）・福井）

川﨑 虹海 （日高・和歌山）

植田 未来 （爽風館（３部制）・大分）

森 野 桃 （網干（通）・兵庫）

石原 菜奈美 （宍道（定）・島根）

森田 菜央 （新川みどり野・富山）

川村 海音 （荒川・新潟）

髙橋 郁佳 （角館・秋田）

北川 真子 （飛鳥未来・北海道）

笹野 百香 （藤岡中央・群馬）

石本 あすか （東・広島）

門田 実歩 （高知北（昼間部）・高知）

岸野 咲姫 （輪島定・石川）

橋本 佳琳 （玉村学園一学園・三重）

柴田 千優 （徳島中央（通）・徳島）

川村 咲弥佳 （尾上総合・青森）

山福 ななみ （米子白鳳・鳥取）

菅野 愛華 （松山東・愛媛）

井元 あかり （大宮中央・埼玉）

安住 麗華 （名取・宮城）

福井 夢華 （松本筑摩・長野）

小嶋 琴星 （東舞鶴浮島分校・京都）

岡田 心 （天理・奈良）

田 村 光 （宮崎東（昼間部）・宮崎）

菊 地 葵 （船橋・千葉）

安田 莉乃 （高松商業・香川）

田中 梨湖 （倉敷市立翔南・岡山）

濱口 実梨 （鳴滝 通信制・長崎）

山川 結衣 （霞城学園（通）・山形）

堀田 知歩 （静岡中央・静岡）

山川 夏音 （川崎総合科学・神奈川Ａ）

大浦 香奈 （博多青松（通）・福岡）

福泉 夢華 （県立山口・山口）

松下 紗妃 （大和商業・神奈川Ｂ）

竹原 彩き （勇志国際・熊本）

玉城 仁美 （北部農林・沖縄）

松崎彩乃 （宇都宮商業・栃木）

西川 珠優 （長谷尾・大阪）

軽部 幸育 （茎崎・茨城）

江刈 七海 （久慈長内校・岩手）

佐野 光咲 （中央（定）・山梨）

久家 可那子 （こころ未来・長崎）

境蓮 磨希 （雄峰（通）・富山）

芦刈 希美 （爽風館（３部制）・大分）

有田 和叶 （開陽高校・鹿児島）

家田 直子 （名古屋市立中央・愛知）

伊 藤 凜 （松本筑摩・長野）

田中 遥奈 （烏城・岡山）

齋藤 羅夢 （みえ夢学園・三重）

岡 崎 和 （徳島科学技術・徳島）

臼井 さくら （中央（通）・山梨）

渡邊 まつり （荒川・新潟）

落合 萌夏 （秋田明徳館・秋田）

寺島 沙紀 （福島中央・福島）

市 川 心 （横浜総合・神奈川Ａ）

坂本 愛梨 （勇志国際・熊本）

長﨑 由愛 （宍道（通）・島根）

小松 眞美 （三島長陵・静岡）

横田 風吹 （鹿島灘・茨城）

小川 紗祈 （星槎国際芦別・北海道）

村瀬 那々 （華陽フロンティア（定）・岐阜）

小川 美奈 （太平洋学園・高知）

中塚 華凜 （青朋・宮崎）

奥土居 里菜 （米子東・鳥取）

大磯 希姫 （日高・和歌山）

髙屋敷 麻衣 （館林・群馬）

村瀬 唯花 （高松商業・香川）

清水 真実 （霞城学園（通）・山形）

山口 明寿美 （敦賀（定）・福井）

比嘉 果望 （泊（通）・沖縄）

中川 萌子 （博多青松（通）・福岡）

北島 紗希 （桃山・京都）

久冨 杏菜 （松山工業・愛媛）

駒 村 花 （稔ヶ丘・東京）

佐藤 瑠菜 （貞山・宮城）

西村 美希 （長谷尾・大阪）

田中 優衣 （戸田翔陽・埼玉）

小野寺 留莉 （一関第一（定）・岩手）

猪野あゆみ （科学技術学園小山・栃木）

田村 百栄 （天理・奈良）

吉田 百花 （星槎国際広島・広島）

佐藤 ななみ （北斗・青森）

橋本 莉奈 （県立農業（定）・兵庫）

加藤 美紅 （千葉商業・千葉）

東中川 瑶子 （誠英・山口）

佐野 優奈 （大津清陵（通）・滋賀）

片山 天鈴 （日々輝学園神奈川・神奈川Ｂ）

井川 聖愛 （小松北・石川）


