
第44回会長杯争奪レディースバドミントン大会 　入賞者一覧

種　目 優　勝 準優勝
小林 加菜美 磯崎 由美
飯泉 やよい 今埜 彩乃

(北本らぶみん) (北本らぶみん)
村田 麻希 鈴木 恵美 戸澤 美和 石川 祥子
坂田 愛 住吉 彰子 高橋 飛鳥 猪合 由美子

(大宮ヘアピン) (上尾ひまわり) (大宮スマイル) (大宮スマイル)
田端 薫 山田 亜希枝 森下 真由美 佐藤 陽子

笠原 夏美 伊藤 有美 加藤 千香子 田中 奈美
(吹上コスモ) (草加ＬＢＣフレンズ) (上尾クラブ) (戸田シャッフル)
鈴木 由子 根本 良枝 吉川 輝枝 赤津 麻理
加藤 亜紀 清水 恵子 中田 恵 鈴木 知佳
(与野撫子) (三郷らっきいず) (東松山アリス) (浦和Ｍｏｒｉ ＢＣ)

神山 和枝 加藤 孝子 荒川 美佐子 山上 紀子
菊地 美紀 島田 綾子 鈴木 恵美 向井 京子

(坂戸ウィングス) (秩父スターレット) (大宮グレース) (大宮チェリーズ)
寺田 理津子 熊田 美夏 岡野 美保子 藤沼 真弓
深川 志麗辺 宮本 久美子 渡辺 直子 黒岩 奈実

(飯能シャンティ) (上尾ひまわり) (狭山竹の子) (上尾クラブ)
栗原 まゆみ 粂谷 恵美 村松 典子 千葉 綾子
稲毛 綾乃 大澤 八千代 木下 香代子 八角 こずえ

(越谷チェリー) (鷲宮ラブエース･幸手マーガレット) (上尾マーガレット) (蓮田グリーン)
奥田 薫 武政 純代 岩垣 德子 遠藤 郁子

有川 公子 藤井 厚子 小田 眞由美 石山 彩
(越谷マーメイド･北越谷) (熊谷くまっち２０１０) (富士見クリア) (川越美羽クラブ･ふじみ野ナイス)

齋藤 智子 幕田 文枝 松田 エステル 石井 忠子
長嶺 和子 松原 明美 黒木 夏美 川村 祐子

(越谷チェリー) (北越谷) (所沢二期会) (深谷ウィズ)
鈴木 由美子 大石 かおり 上野 あさ子 工藤 隆子

斉藤 恵 坂元 裕子 宮坂 真里 西川 三樹子
(浦和さくら) (草加クラブ･浦和すみれ) (草加ＬＢＣフレンズ) (川口スウィング)
佐藤 春巳 浅越 治子 君島 清美
富田 邦子 設楽 美代子 山口 邦子

(北本向日葵･深谷ウィズ) (桶川チャーミ･秩父クラブ) (所沢木曜会･飯能シャンティ)

宮澤 由美子 五十嵐 雅代 望月 規子 高井 規子
鈴木 美佐子 船越 朋子 菊田 範子 新井 由美子

(坂戸マーレェ) (栗橋トパーズ･上尾マーガレット) (大宮ミセスクラッチ) (坂戸マーレェ･坂戸プレシャス)

八幡 須美子 三浦 千恵子 髙荷 栄利子 佐々木 佳代子
澤浦 稚佳子 松本 里美 三津 多鶴 肥留川 葉子

(上尾ＹＭＢＣ) (所沢火曜会) (深谷ウィズ･川越シャトルレディース) (熊谷シャトル)
島津 久江 本多 眞弓 小島 祐子 岩澤 節子
関 千恵子 堀 詔子 増田 亮子 丹下 寿美子

(飯能ファミリー) (坂戸パレット･東松山アリス) (草加クラブ･川口フェローズ) (川越シャトルレディース)

松村 愛美 福田 典子 大熊 幸恵 井上 則子
山本 直晴 森川 純子 鈴木 歩実 河田 彩香

(飯能シャンティ･川口フェローズ) (大宮ヘアピン) (川口フェローズ) (大宮よのっくす)
森田 夏子 鈴木 綾子 記井 希 上山 美奈

中口 佳代子 酒井 佳子 中条 弥生 金子 恵理子
(白岡ウィングス) (三郷らっきいず･朝霞キャロット) (越谷マーメイド･越谷新方) (羽生友遊クラブ･東松山アリス)
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さくら


