
荒木 優花 東北工大 1 20 今泉 彩 東北福祉大

川邊 聖菜 日大工

後藤 紗智子 富士大 3 22

安藤 沙紀 仙台大 2 21

大浦 美奈子 東北学院大 5 24 前田 舞 東北学院大

小坂 沙貴 福島大

鴨澤 沙弥 石巻専修大 4 23 中川 志乃 弘前大

山田 明日香 宮城教育大 7 26 高橋 七海 東北大

中島 万由子 東北福祉大

穂積 咲朱 山形大成田 千佳 山形大 6 25

山内 笑舞 青森大 9 28 村上 美咲 仙台大

8 27 武久 智咲 青森大

遠藤 香佳 岩手大 10 29 小林 美結 富士大

春木 真由子 東北大

伊藤 稚菜 仙台大 12

31 渡部 千尋 東北福祉大

野口 紗英 東北大 11

30

藤野 那李 東北福祉大 15

石神 響 弘前大 14

32 菅野 千夏 東北文教大

斎藤 美南 福島大 13

東北学院大

33 赤塚 雅穂 福島大

中原 未夢 東北文教大 16 34 鈴木 菜恵

根城 聡美 北里大 38 56 佐藤 真菜 富士大

山形大

小林 みのり 東北学院大 19 37 鎌田 麻里 宮城教育大

臼井 しおり 北里大 18 36 渡邊 柚

仙台大

千葉 梢 宮城教育大 17 35 大澤 佳奈

鈴木 麻優 東北大

佐藤 千幸 東北文教大 40 58

奈良岡 冴 弘前大 39 57

皆川 祐里 福島大 42 60 千葉 美沙季 石巻専修大

藤村 桃華 東北福祉大

村上 日菜 青森大 41 59 上遠野 愛 福島大

千葉 玲 東北学院大 44 62 舛谷 日奈 岩手大

鈴木 香穂 仙台大

阿部 華子 宮城教育大高木 彩夏 東北福祉大 43 61

大都 仁愛 東北大 46 64 黒沢 純南 東北文教大

45 63 齋藤 桂子 東北学院大

山本 ひなた 弘前大 47 65 堀部 桃子 秋田大

49 67 佐藤 由菜 東北福祉大

菅原 福子 東北福祉大 48 66 平澤 美羽 仙台大

北里大

緑川 沙希 宮城教育大

鈴木 美穂 仙台大 50 68 佐藤 結衣 東北学院大

吉田 奈央 東北大 53 71

山村 彩乃 福島大 51 69 伊藤 有佳

伊藤 千尋 富士大

渡邊 柚

齋藤 桂子

準優勝

第３位

第５位

小原 みなみ 東北学院大 55 73

渡邉 佳誉 弘前大

穂積 和 山形大 54 72 古川 黎乃 青森大

52 70 大塚 響 山形大

東北学院大学

第52回東北女子学生剣道選手権大会 結果
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渡邊 柚
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小林 みのり

古川 黎乃

齋藤 桂子

大浦 美奈子

山形大

東北学院大

決勝 齋藤 桂子

第52回全国女子学生剣道選手権大会出場者

優勝

川向 真奈美 富士大


