
 
 

第56回東日本学生バドミントン選手権大会個人戦

平成２５年９月１日－６日 北海道釧路市
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漆崎 真子（筑波大学）

山家 ゆりか （日本大学）

今野 綾子 （神奈川大学）

千葉 悠梨香 （東日本国際大学）

大幡 晴佳（帝京大学）

遠藤 麗奈（仙台大学）

村 岡 優 （東京女子体育大学）

穂苅 莉菜（東海大学）

小林 咲貴 （日本女子体育大学）

芝野 真由（専修大学）

深井 沙耶香 （尚美学園大学）

佐川 珠紀（明治大学）

小俣 水月 （東北福祉大学）

定宗 瑠莉（北翔大学）

清 水 恵 （早稲田大学）

久保田 奈緒 （東京女子体育大学）

五十嵐 由希 （日本体育大学）

佐久田 恵花 （東洋大学）

広岡 由真 （東京経済大学）

木 村 瞳 （明治大学）

池田 美樹 （青山学院大学）

武末 彩花（帝京大学）

宮本 万由 （日本体育大学）

川口 法子 （神奈川大学）

藤田 美里 （日本女子体育大学）

永原 沙也香 （東海大学）

根本 清乃 （千葉商科大学）

十二 春菜 （北海学園大学）

奥芝 清加（専修大学）

野村 有美（北翔大学）

濱崎 美夢 （日本体育大学）

清川 里香 （東京女子体育大学）

田上 翔子（立教大学）

中道 澄夏（仙台大学）

早川 和花 （日本女子体育大学）

清水 真理子 （関東学院大学）

片倉 里沙（文教大学）

岡 部 陽 （日本大学）

今野 あゆみ （法政大学）
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柴本 真里那 （北翔大学）

根岸 沙樹 （神奈川大学）

清川 咲季 （東京経済大学）

小松 鮎実 （慶應義塾大学）

齋藤 千愛 （東北福祉大学）

伊 奈真由美 （筑波大学）

森川 聖良 （東京女子体育大学）

金 森 望 （早稲田大学）

大 塚 葵 （専修大学）

小幡 沙希子 （帝京大学）

上野 亜実（法政大学）

古瀬 朱見（日本大学）

甲斐 瑞紀 （日本体育大学）

池田 永加（明治大学）

長澤 明佳里 （東海大学）

岸田 マヤ （日本女子体育大学）

木幡 有希 （横浜市立大学）

遠藤 麻衣 （東京情報大学）

二村 朱美 （東京女子体育大学）

横尾 咲希（立教大学）

福田 菜摘（専修大学）

鈴木 晴干（帝京大学）

坂 井 雅 （千葉商科大学）

岡嶋 里緒奈 （東洋大学）

保 科 澪 （日本体育大学）

石木田 清香 （武蔵野大学）

樋場 美里（仙台大学）

市丸 美里（法政大学）

原田 麻由（北翔大学）

菅生 愛也 （東日本国際大学）

柳井 友里 （日本女子体育大学）

坂巻 麻美 （東京女子体育大学）

佐々木 まゆ （神奈川大学）

前田 香沙美 （筑波大学）

竹井 千夏（立教大学）

西前 優紀（東海大学）

村本 侑加理 （日本体育大学）

山田 真央（専修大学）

久保 汐莉那 （青山学院大学）
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井上 亜沙美 （筑波大学）

鬼澤 光子 （日本女子体育大学）

山川 莉歩（日本大学）

井芹 加愛 （日本体育大学）

安藤 理奈 （北海学園大学）

塩原 未来（専修大学）

坂本 唯香（東海大学）

鈴木 礼佳 （東北福祉大学）

須安 絵未 （東京情報大学）

亀 田 楓 （早稲田大学）

澤田 沙季（帝京大学）

伊野 芽衣子 （東洋大学）

関根 早織 （日本体育大学）

関根 恵利花 （東京女子体育大学）

井川 紗央里 （武蔵野大学）

菊池 涼香 （神奈川大学）

畠山 亜裕子 （法政大学）

原 田 愛 （北翔大学）

鳥居 彩乃（立教大学）

山本 架奈子 （日本大学）

安藤 美晴 （慶應義塾大学）

田岸 美幸（北翔大学）

野田 奈々瀬 （帝京大学）

谷川 博美 （神奈川大学）

高木 美季 （日本体育大学）

藤井 優香 （東北福祉大学）

堂山 友里愛 （青山学院大学）

後藤 璃帆（仙台大学）

吉澤 麻衣 （東京女子体育大学）

道野 京耶（専修大学）

岩本 ライラ （東京経済大学）

守屋 朱莉 （東京女子体育大学）

大庭 瑞希 （日本女子体育大学）

酒 井 愛 （東海大学）

高橋 優貴 （北海道大学）

高崎 真実（明治大学）

冨 永 瞳 （千葉商科大学）

菊地 香奈子 （尚美学園大学）

窓場 由加奈 （法政大学）
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柴村 真希 （日本体育大学）

篠田 未来（専修大学）

辻 しのぶ （日本女子体育大学）

小椋 優美 （東北福祉大学）

久保 沙織（明治大学）

仲 内 彩 （神奈川大学）

岡田 紗季 （東京情報大学）

加藤 里菜（仙台大学）

伊 東 唯 （東京女子体育大学）

野村 美甫（東海大学）

秋庭 みのり （東日本国際大学）

西 ノ園彩 （神奈川大学）

荻野 めぐみ （日本体育大学）

大 堀 優 （青山学院大学）

石崎 智絵理 （立教大学）

大尻 加菜 （日本女子体育大学）

山中 千里（北翔大学）

田代 有妃（帝京大学）

高木 青葉（東洋大学）

福 永 彩 （専修大学）

若松 優子（日本大学）

菊地 愛海 （東京女子体育大学）

廣川 紗彩（帝京大学）

福嶋 千紗（東海大学）

深田 万里（明治大学）

小崎 愛美 （日本女子体育大学）

五十嵐 七海 （北海学園大学）

安田 梨紗（専修大学）

石山 しおり （日本体育大学）

綿矢 汐里（筑波大学）

後藤 彩樹 （神奈川大学）

遠藤 真莉香 （仙台大学）

山下 公子 （千葉商科大学）

渡辺 梨沙 （早稲田大学）

奥村 杏菜（北翔大学）

木戸 よし美 （日本体育大学）

河合 紫乃（法政大学）

佐々木 唯衣 （北海道教育大学旭川校）

小 橋 霞 （青山学院大学）
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田中 志穂（法政大学）

矢内 優里 （東北福祉大学）

皆木 風香（北翔大学）

倉 芽衣子 （東京女子体育大学）

目崎 なつみ （武蔵野大学）

伊 藤 睦 （仙台大学）

中井川 夏美 （専修大学）

俣野 愛実 （青山学院大学）

赤 澤 心 （神奈川大学）

佐々木 美穂 （日本体育大学）

若木 杏珠（日本大学）

熊谷 優希（東洋大学）

泥川 佳那（東海大学）

関川 容子 （早稲田大学）

佐 藤 楓 （筑波大学）

根本 眞衣 （千葉商科大学）

菖蒲谷 優美 （東京女子体育大学）

澁田 美貴 （日本女子体育大学）

三木 佑希子 （帝京大学）

岡田 奏世（日本大学）

井出 陽子 （日本女子体育大学）

東 絵 里 （帝京大学）

大木 わかな （日本体育大学）

高野 美咲 （東京情報大学）

酒瀬川 美波 （法政大学）

丸山 愛理（東海大学）

鈴 木 萌 （明治大学）

菅原 栄理佳 （青山学院大学）

入江 志歩 （神奈川大学）

平沢 泰与（仙台大学）

岸 田 恵 （尚美学園大学）

吉田 知世 （東北福祉大学）

松田 郁加（立教大学）

髙野 静香 （慶應義塾大学）

小野寺 萌子 （北海学園大学）

村山 果帆（専修大学）

桑名 萌生 （日本女子体育大学）

石原 実奈 （東京女子体育大学）

川端 すみれ （日本体育大学）
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井上 夏美 （東京情報大学）

大川 悠奈 （慶應義塾大学）

道園 菜美子 （専修大学）

三国屋 友梨 （仙台大学）

伊藤 詩織 （日本女子体育大学）

井出 正美（文教大学）

上前 知芙由 （神奈川大学）

宮 崎 愛 （日本体育大学）

長谷川 由季 （法政大学）

金谷 佳純（東海大学）

長谷川 夏来 （東北大学）

本田 理奈 （東日本国際大学）

大久保 敦美 （筑波大学）

中島 沙織（帝京大学）

岡田 知夏 （北海学園大学）

上原 ちさと （東京女子体育大学）

田鎖 沙耶（北翔大学）

菊地 真美子 （神奈川大学）

菅原 あずみ （日本女子体育大学）

大久保 菜摘 （日本体育大学）

浦谷 夏未（専修大学）

高原 美由樹 （明治大学）

川邉 悠理（日本大学）

池田 芽生 （日本体育大学）

南 瑞 紀 （東北福祉大学）

斎藤 麻彩 （青山学院大学）

上田 真帆 （早稲田大学）

清水 美穂（北翔大学）

根 津 彩 （東京経済大学）

小林 美紀（法政大学）

大森 智恵 （神奈川大学）

柿沼 香織 （日本女子体育大学）

岡本 歩実（立教大学）

松村 英里佳 （帝京大学）

植木 実璃奈 （専修大学）

松田 菖奈（東海大学）

津野田 美香 （東洋大学）

八 橋 萌 （東京女子体育大学）

藤井 珠生 （日本体育大学）
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奥 幸 那 （筑波大学）

我妻 美沙紀 （早稲田大学）

後藤 巴那 （日本体育大学）

関根 由美花 （帝京大学）

障子上 ちひろ （東京女子体育大学）

髙瀬 秀穂 （慶應義塾大学）

樋口 帆渚実 （法政大学）

森 朝 香 （明治大学）

阿 部 愛 （北翔大学）

只木 美羽（東海大学）

江口 里奈 （東北福祉大学）

徳本 莉穂（専修大学）

齋藤 えりか （日本女子体育大学）

柴崎 蒔子 （東京経済大学）

大沼 彩香 （神奈川大学）

高野 美湖（仙台大学）

池田 佳奈美 （青山学院大学）

須賀尾 香澄 （東京女子体育大学）

熊谷 早也佳 （日本体育大学）

本田 恵利奈 （北翔大学）

酒井 香織 （日本女子体育大学）

関 茉莉絵 （北海学園大学）

山 本 萌 （東日本国際大学）

柏原 奈弥 （尚美学園大学）

平井 亜紀（専修大学）

飯高 沙彩（法政大学）

東 城 碧 （日本大学）

野中 佑紀（東海大学）

伊藤 麻衣 （東京情報大学）

大 島 唯 （立教大学）

菊地 愛惟 （神奈川大学）

田辺 史華 （東京女子体育大学）

柳 郁 美 （専修大学）

石郷岡 弓枝 （日本体育大学）

瀬川 桜子（明治大学）

鳩貝 早紀 （千葉商科大学）

亀ヶ谷 菜花 （武蔵野大学）

山岸 紗千（帝京大学）

伊深 顕絵 （東北福祉大学）
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佐藤 深雪 （日本体育大学）

木村 莉乃（筑波大学）

黒子 絢菜 （青山学院大学）

松田 佳純 （神奈川大学）

泉澤 美咲 （北海道大学）

清崎 玖瑠実 （北翔大学）

中 川 茜 （東洋大学）

島田 きらら （早稲田大学）

小林 奈子 （日本女子体育大学）

三島 幸子 （東京女子体育大学）

加賀 由依（帝京大学）

西川 ももな （日本体育大学）

中山 歓奈 （千葉商科大学）

青木 優子（専修大学）

濵松 ひかる （東京経済大学）

小野寺 香菜 （日本大学）

立 花 遥 （尚美学園大学）

冨谷 美沙紀 （日本女子体育大学）

間藤 敦子（仙台大学）

増田 恵美（東海大学）

本郷 由貴 （日本体育大学）

大旗 章代 （青山学院大学）

宮崎 みなみ （法政大学）

遠藤 裕香（仙台大学）

佐藤 絢香 （関東学院大学）

田中 杏奈 （東京女子体育大学）

茂木 美穂（日本大学）

上代 沙奈絵 （専修大学）

前田 知鶴代 （北翔大学）

齊藤 真優子 （東北福祉大学）

齋藤 美紀（東海大学）

高野 綾菜 （日本女子体育大学）

有野 文香（立教大学）

千々波 美華 （東京女子体育大学）

清和 真理子 （東日本国際大学）

入江 未来 （日本体育大学）

遠山 祐紀（帝京大学）

中山 詩穂 （神奈川大学）

伊藤 美紗（明治大学）


