
 
 

2013年度 JOCジュニア男子シングルス（BS)
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古 賀 穂（福 島）1

福元 直也（鹿児島）2

川原 聡麿（佐 賀）3

平 川 透（熊 本）4

下川 大樹（埼 玉）5

宮本 康平（広 島）6

田原 優作（静 岡）7

武石 優斗（南北海道）8

小倉 由嵩（大 阪）9

菅 康 太（香 川）10

田崎 真吾（長 崎）11

市丸 修平（東 京）12

網 野 豊（長 野）13

佐藤 雄輝（福 島）14

服部 秀治（福 井）15

髙橋 歩夢（宮 城）16

山 川 蓮（三 重）17

中家 拓巳（神奈川）18

渡邉 航貴（埼 玉）19

福本 光喜（兵 庫）20

上村 浩平（沖 縄）21

林 翔 太（茨 城）22

渡辺 勇大（福 島）23

長谷川 大地（新 潟）24

上 村 賢（千 葉）25

中島 拓哉（大 分）26

森園 周冬（宮 崎）27

嶋 崇 志（石 川）28

山澤 直貴（福 島）29

岩 永 廉（山 口）30

久保 勇也（高 知）31

小川 桂汰（埼 玉）32

藤井 湧也（岡 山）33

西野 勝志（愛 媛）34

川﨑 右京（徳 島）35

佐々木 秋星（秋 田）36

下 農 走（大 阪）37

玉手 勝輝（埼 玉） 38

中川 正麻（愛 媛） 39

光島 理貴（福 島） 40

弓倉 義己（和歌山） 41

古 屋 樹（山 梨） 42

小野寺 雅之（東 京） 43

土 平 孟（石 川） 44

澁谷 光希（山 形） 45

牧野 桂大（福 井） 46

仁平 澄也（福 島） 47

疋田 聖也（大 阪） 48

西村 達也（富 山） 49

西 坂 昇（福 岡） 50

小本 翔太（熊 本） 51

片桐 悠輔（北北海道） 52

成田 達彦（青 森） 53

中 嶋 遼（奈 良） 54

桐田 和樹（山 口） 55

塚本 光希（南北海道） 56

山下 恭平（岡 山） 57

後藤 裕大（滋 賀） 58

為永 拓夢（栃 木） 59

三橋 健也（福 島） 60

山本 航輝（島 根） 61

和田 蒼汰（岐 阜） 62

唐 津 駿（兵 庫） 63

大平 洸輝（埼 玉） 64

小林 大吾（福 島） 65

藤井 一貴（愛 知） 66

常 塚 光（京 都） 67

猪熊 心太朗（香 川） 68

村井 聡紀（岩 手） 69

山元 拓摩（鹿児島） 70

中原 拓也（鳥 取） 71

久保田 昇吾（群 馬） 72

常山 幹太（大 阪） 73


