
 
 

第５２回東日本学生バドミントン選手権大会 平成２１年８月３０日－９月６日
仙台市体育館、宮城野体育館
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矢野 智恵美 （法政大学）

上田 維子 （神奈川大学）

金澤 結香莉 （日本体育大学）

垣内 友里恵 （日本女子体育大学）

太田 静香（仙台大学）

中根 好美 （東京女子体育大学）

加藤 なつき （東京経済大学）

今野 智菜 （東北福祉大学）

松原 怜美 （北海学園大学）

土谷 美帆 （早稲田大学）

長谷川 幸 （法政大学Ⅱ部）

越沢 まりこ （東海大学）

堀口 恵子 （日本体育大学）

戸田 さよ子 （日本体育大学）

堀場 果林 （日本女子体育大学）

森 詩 織 （明治大学）

河端 茉美（専修大学）

山本 しずか （筑波大学）

薄田 美穂 （神奈川大学）

工藤 香織 （東北学院大学）

三瓶 恵美 （東京情報大学）

石関 彩乃 （青山学院大学）

久保 春菜 （東京女子体育大学）

寺林 夕希（文教大学）

幡谷 若奈（北翔大学）

菊山 久美子 （東京女子体育大学）

中山 喜子（東海大学）

村 尾 麗 （慶應義塾大学）

天野 成美 （東京情報大学）

坂井 萩野（帝京大学）

竹内 由佳利 （北翔大学）

加藤 祥子 （青山学院大学）

岩田 里沙（明星大学）

大槻 千尋 （千葉商科大学）

甲斐 久瑠美 （日本体育大学）

最上 昌子 （日本女子体育大学）

圓岡 杏子 （神奈川大学）

嶽肩 一美 （東京経済大学）

宮 美紗貴（明治大学）

佐々木 麻美 （神奈川大学）

住田 有希恵 （筑波大学）

椨木 莉沙 （東京女子体育大学）

佐藤 仁美 （日本女子体育大学）

谷 脇 円 （東洋大学）

柳井 香里（千葉大学）

高橋 直美 （いわき短期大学）

関澤 麻衣 （尚美学園大学）

鈴木 温子 （日本体育大学）

藤田 理恵子 （早稲田大学）

落合 智世（専修大学）

椎名 麻里絵 （立教大学）

河合 里砂 （日本女子体育大学）

関根 みのり （立教大学）

北 はるな（法政大学）

二ツ柳 紗耶 （神奈川大学）

渡邉 涼子 （東京経済大学）

和田 しおり （東京女子体育大学）

前田 彩花（帝京大学）

桜井 みどり （早稲田大学）

岩本 江莉香 （日本体育大学）

田島 美沙 （國學院大學）

塚田 祥子（東洋大学）

富田 奈津美 （流通経済大学）

西村 美穂 （日本体育大学）

手塚 陽菜 （日本女子体育大学）

廣田 樹里 （東京女子体育大学）

吉田 志保 （東北福祉大学）

寺嶋 ひとみ （文教大学）

金野 万葉 （尚美学園大学）

松本 悠莉亜 （慶應義塾大学）

上田 明日香 （東海大学）

大森 紗希（千葉大学）

西川 和津 （淑徳大学コミュニケーション）

山内 文音（北翔大学）

宮 内 唯 （日本体育大学）

高 木 瞳 （神奈川大学）

鈴木 虹南（東洋大学）

秋山 みづほ （明治大学）

末永 智美 （東京情報大学）

川田 依香（仙台大学）

猿田 夏希 （日本女子体育大学）

白樫 春菜（法政大学）

大久保 里美 （北翔大学）

相澤 理沙（東海大学）

清水 祥子 （東北福祉大学）

橋本 瑞穂 （東京女子体育大学）

松原 麻依（文教大学）

岡野 愛美 （千葉商科大学）

田原 麗衣（筑波大学）

古屋 杏奈 （東京女子体育大学）

富岡 萌奈 （神奈川大学）

高岡 美沙 （東京経済大学）

小澤 明日香 （日本女子体育大学）

柏 木 望 （北翔大学）

濱島 末花（専修大学）

小久保 陽香 （日本体育大学）

清 家 薫 （慶應義塾大学）

渡 邉 涼 （法政大学Ⅱ部）

中原 唯衣 （青山学院大学）
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武田 陽子（筑波大学）

阿蘇 愛美（法政大学）

栗原 美紀 （東京女子体育大学）

小山 晴香 （神奈川大学）

大城 椎菜（東海大学）

島 智 佳 （日本女子体育大学）

森田 麻紀（文教大学）

島野 綾菜 （尚美学園大学）

有高 季佐子 （慶應義塾大学）

山田 早織 （早稲田大学）

作田 花織 （東日本国際大学）

伊藤 沙友理 （千葉商科大学）

小林 末季 （日本女子体育大学）

古木 春香 （日本体育大学）

福士 智子 （東北学院大学）

井之下 みのり （酪農学園大学）

酒井 未来（立教大学）

神田 織恵 （青山学院大学）

武者 真琴（北翔大学）

猪俣 洋子 （日本女子体育大学）

加藤 梨穂 （神奈川大学）

明田 由佳（帝京大学）

横尾 希望 （東京経済大学）

大石 景子（成蹊大学）

井上 春奈（専修大学）

鈴木 美希子 （法政大学）

村瀬 優美（千葉大学）

十 田 彩 （東海大学）

益田 茉季 （日本体育大学）

高崎 友里香 （慶應義塾大学）

大 場 素 （神奈川大学）

松本 智嘉子 （東京経済大学）

井筒 恵理子 （帝京大学）

長妻 陽子 （日本女子体育大学）

大朏 麻菜（東洋大学）

佐藤 詩織 （東京女子体育大学）

黒津 小百合 （千葉商科大学）

南出 なつき （筑波大学）

杉山 美保子 （法政大学Ⅱ部）

大堀 あまね （日本体育大学）

松永香織 （日本女子体育大学）

貴田 佳乃子 （仙台大学）

石井 那実 （青山学院大学）

大 濱 文 （東京女子体育大学）

永 井 南 （東北福祉大学）

小倉 未希 （東京情報大学）

南出 さき（明治大学）

森 瑛理香（北翔大学）

木村 唯菜 （早稲田大学）

木村 美香（仙台大学）

宗 愛 子 （東京情報大学）

大金 奈々恵 （筑波大学）

鈴木 葉月 （千葉商科大学）

鶴岡 美空 （東京女子体育大学）

中島 実和乃 （日本体育大学）

森 さつき（法政大学）

大朏 奈穂子 （日本女子体育大学）

安 達 華 （慶應義塾大学）

間中 愛恵 （尚美学園大学）

伊藤 朝美（北翔大学）

高須 さおり （東京経済大学）

山田 美沙紀 （東京女子体育大学）

津原 優理 （淑徳大学コミュニケーション）

落合 美耶 （神奈川大学）

松本 千夏（東海大学）

佐藤 志帆 （東北学院大学）

保志名 沙紀 （青山学院大学）

吉田 まとな （日本体育大学）

佐藤 有梨 （東北福祉大学）

坂上 美佳（立教大学）

森田 早紀 （淑徳大学コミュニケーション大学）

青柳 芽衣（帝京大学）

石川 育実（明治大学）

佐藤 冴香 （日本体育大学）

櫻井 悠乃 （東京女子体育大学）

村山 絵理花 （明治大学）

宮下 香織（北翔大学）

阿部 美紀（東洋大学）

逸見 雪乗 （日本女子体育大学）

東村 芙美 （神奈川大学）

國広 優香 （東北福祉大学）

堀川 実穂 （早稲田大学）

佐分 裕香（帝京大学）

佐保田 恵 （慶應義塾大学）

鈴木 美穂（日本大学）

宮本 愛子（文教大学）

吉野 由佳 （國學院大學）

安藤 真里絵 （専修大学）

阿部 梨奈 （日本体育大学）

加田 春奈 （神奈川大学）

佐々木 理恵 （筑波大学）

足立 早帆 （東京女子体育大学）

石 井 綾 （東海大学）

出倉 奈保子 （北海道大学）

大坂 倫子（仙台大学）

長津 里美 （日本女子体育大学）

高橋 あゆみ （東京情報大学）

内井 佑花（北翔大学）
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音田 亜子（法政大学）

佐藤 瑞恵 （東北学院大学）

小川 佳純（東海大学）

大植 衣里子 （日本女子体育大学）

松田 遥子 （千葉商科大学）

村井 花圭（明治大学）

佐藤 亜沙 （日本体育大学）

岡本 麻菜美 （青山学院大学）

杉山 由衣（東洋大学）

奥井 智菜美 （筑波大学）

三浦 絢子 （淑徳大学コミュニケーション学部）

山下 丁子 （東京女子体育大学）

秋本 春奈 （神奈川大学）

笠 原 唯 （東京女子体育大学）

笹間 なつき （帝京大学）

上 所 愛 （日本体育大学）

福田 知紗（北翔大学）

椎貝 友紀 （東北福祉大学）

眞道 はづき （桐蔭横浜大学）

栗 田 梢 （東京情報大学）

藤沼 佳那 （日本女子体育大学）

高橋 千怜 （慶應義塾大学）

木村 佳代 （尚美学園大学）

中村 佳緒里 （東京経済大学）

玉木 絵里子 （早稲田大学）

鈴 木 希 （明治大学）

鈴木 保志乃 （仙台大学）

本橋 佳奈子 （日本体育大学）

高野 美穂 （日本女子体育大学）

逸見 奈月 （神奈川大学）

上田 恵理加 （専修大学）

今井 さゆり （東京女子体育大学）

高澤 ふみな （東京情報大学）

高橋 由貴 （東北福祉大学）

丹治 睦美 （酪農学園大学）

秋野 有香 （東京経済大学）

原 麻衣子（法政大学）

森川 久美子 （法政大学Ⅱ部）

大嵜 梨恵 （神奈川大学）

黒沢 奈菜（筑波大学）

清水 愛奈 （千葉商科大学）

西山 夕美子 （早稲田大学）

仲丸 雪乃（帝京大学）

植木 章子（立教大学）

川 上 瞳 （東海大学）

三科 知世 （日本体育大学）

斎藤 愛香（文教大学）

横田 悠香里 （日本女子体育大学）

澤村 郁美（北翔大学）

井上 静華 （日本体育大学）

平敷 祥子（北翔大学）

樋渡 仁見（明治大学）

佐藤 由佳 （千葉商科大学）

阿閉 桃子 （慶應義塾大学）

戸田 里和 （東京女子体育大学）

渋谷 はるか （帝京大学）

中森 理紗 （青山学院大学）

平田 安奈 （日本女子体育大学）

柴山 真由美 （東北学院大学）

後藤 春奈 （神奈川大学）

藤井 綾香（法政大学）

森 江里奈 （神奈川大学）

山口 佳恵（専修大学）

佐藤 逸美（東洋大学）

日野 利香 （東日本国際大学）

高 島 悠 （日本女子体育大学）

平野 加奈子 （筑波大学）

宮城 愛美 （日本体育大学）

高橋 麻耶 （東北福祉大学）

宮住 美由紀 （日本女子体育大学）

上田 佳奈 （東京経済大学）

伊藤 小菜美 （早稲田大学）

梅澤 友里 （東京女子体育大学）

穴井 友喜（専修大学）

高橋 夏未 （神奈川大学）

白野 悠里 （日本体育大学）

土 井 花 （北海道大学）

近藤 梢恵（仙台大学）

梅田 有沙（文教大学）

高 橋 彩 （日本大学）

阿部 嘉織（北翔大学）

平野 里枝 （東京女子体育大学）

高橋 知佳 （日本女子体育大学）

宮野 教恵（帝京大学）

本間 ちさと （青山学院大学）

椿 麻里恵 （東京情報大学）

植 田 悠 （慶應義塾大学）

市山 瑶子（東海大学）

渡部 侑香（仙台大学）

高野 祥代 （神奈川大学）

大泉 まふゆ （東京経済大学）

阿 部 栞 （尚美学園大学）

古田 麻衣子 （日本体育大学）

小幡 絢子 （日本女子体育大学）

石塚 祐香（千葉大学）

木村 栞里（東洋大学）

元 重 愛 （東京女子体育大学）

田崎 亜由美 （筑波大学）
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丁塚 真紀 （早稲田大学）

三井 美鈴（明治大学）

児 島 翠 （慶應義塾大学）

佐藤 若菜 （東北学院大学）

小崎 沙織 （日本女子体育大学）

菅 野 友 （法政大学）

三浦 瑞季 （尚美学園大学）

桂 理 代 （東海大学）

宮田 晶代（北翔大学）

長島 妙子（文教大学）

伊 藤 望 （神奈川大学）

小林 史佳 （東京女子体育大学）

下 島 歩 （日本体育大学）

太田 千春 （千葉商科大学）

吉田 治那（帝京大学）

岸本 紗紀子 （東洋大学）

斎藤 桃子 （神奈川大学）

遠藤 紗葉 （日本女子体育大学）

山田 尚代 （國學院大學）

福島 綾乃 （東京経済大学）

關屋 史織 （東京女子体育大学）

林 由 夏 （北海道大学）

新井 和佳子 （法政大学Ⅱ部）

河野 彩香 （日本体育大学）

金山 友萌（筑波大学）

板垣 有紀 （日本体育大学）

小板橋 綾子 （東北福祉大学）

土江 奈津子 （筑波大学）

荒木 久世（帝京大学）

鍋井 彩果（専修大学）

蜜石 百里（北翔大学）

小山 優衣（仙台大学）

片山 佳菜 （早稲田大学）

関 亜由美（東海大学）

赤木 晴奈 （青山学院大学）

佐久間 瞳 （日本女子体育大学）

神山 沙織 （東京女子体育大学）

富永 翔子（明治大学）

小岩 由果 （東京女子体育大学）

石場 梨沙 （日本体育大学）

末永 明子（東洋大学）

大河内 皐月 （神奈川大学）

日置 友花子 （尚美学園大学）

相 良 歩 （日本女子体育大学）

菅野 美香 （東京経済大学）

瀧澤 由季 （淑徳大学コミュニケーション）

西前 千秋 （東京情報大学）

石川 陽菜 （慶應義塾大学）

村山 裕美（北翔大学）

八木 麻由加 （北翔大学）

林 奈 菜 （文教大学）

山口 愛美（明星大学）

天野 美栄子 （法政大学）

赤 羽 望 （日本女子体育大学）

渡部 陽子 （尚美学園大学）

栗山 朋子 （東京女子体育大学）

大石 美生 （東京経済大学）

佐藤 美友貴 （立教大学）

鈴 木 梢 （帝京大学）

松井 翔子（東海大学）

丹羽 南央美 （神奈川大学）

渡 部 悠 （千葉大学）

中村 優希（筑波大学）

関 優 子 （日本女子体育大学）

渡 辺 望 （北海学園大学）

榎本 琴海 （東京情報大学）

松野 浩実（成蹊大学）

村上 和加奈 （東北福祉大学）

岡田 彩菜（明治大学）

根 本 彩 （東京女子体育大学）

本間 美穂 （青山学院大学）

田中 優子 （慶應義塾大学）

江淵 愛美 （早稲田大学）

皆川 友依（法政大学）

小野地 友希 （神奈川大学）

田 中 薫 （法政大学Ⅱ部）

中村 しほ里 （青山学院大学）

大條 小真姫 （早稲田大学）

古川 聡美 （いわき短期大学）

岩切 美那（東海大学）

原 香 織 （日本体育大学）

小畑 千秋 （東京情報大学）

伊藤 美幸 （日本女子体育大学）

大田 春菜 （東京女子体育大学）

内田 麻依子 （北翔大学）

鈴 木 碧 （日本体育大学）

山本ひかり （東洋大学）

小野 悠奈（帝京大学）

吉田 聖良（仙台大学）

岸本 裕紀子 （慶應義塾大学）

松永 みな実 （文教大学）

道園 彩加 （千葉商科大学）

渡 辺 樹 （東京女子体育大学）

豊田 希美 （神奈川大学）

石崎 絵理 （東京経済大学）

鈴木 真衣 （日本女子体育大学）

赤塚 美苗 （東北福祉大学）

田村 千秋（専修大学）


