
第46回全日本スカッシュ選手権大会参加資格獲得者(繰り上げを含む)一覧

番号 資格対象 開催日時 性別 大会参加人数 資格枠

1 過去の全日本選手権優勝者 男子 坂本 聖二 潮木 仁 渡邊 祥広 佐野 公彦 石渡 康則 西尾 竹英 松本 淳 福井 裕太

机 伸之介 小林 僚生 机 龍之介

女子 鎌田 真利 宮城島 真知子 渡辺 恵理子 足立 美由紀 吉野 玉城 木村 祐子 小藤 雅美 西尾 麻美

松井 千夏 小林 海咲

2 日本人男子上位40名 男子 机 龍之介 鈴木 優希 海道 泰喜 清水 孝典 岡田 賢 尾潟 祐亮 清沢 裕太 林 尚輝

(2017年10月10日ランキング) 郡司 颯 谷川 大祐 佐藤 匠真 前川 晋吾 前川 拓也 宮尾 昌明 高味 翔三 清田 孝之

永江 達也 関谷 啓太 大段 凛太郎 寺井 達哉 佐野 公彦 青谷 正毅 岩井 祐二 河原 健一

佐藤 和典 松本 淳 高坂 任 蓮池 隆之 湯浅 創 平林 亮 河野 文平 加藤 翔貴

安本 祐司 渡邊 祥広 松本 航太 大塚 悠史 曽根 直樹 黄田 勇河 坪郷 雅史 田山 健司

3 日本人女子上位40名 女子 杉本 梨沙 渡邉 聡美 松井 千夏 山崎 真結 野口 祐可 小林 海咲 鬼澤 こずえ 松澤 彩香

(2017年10月10日ランキング) 池田 宏美 道下 和子 酒井 真美 高橋 美知子 浅野 裕子 西尾 直子 大谷 えい子 戸田 好子

前川 美和 月岡 葉 平尾 芳美 横田 真由美 光宗 枝里子 内山 秀子 渡邉 安佑未 高橋 暁子

八幡 佑里 野々口 孝子 髙橋 美帆 川野 智子 清水 沙梨奈 髙橋 ナナミ 深見 友紀恵 杉中 美穂

小森 由香 山田 東葉美 ハーディング 史子 三井 梢 干場 美佳子 佐藤 千滉 森谷 智恵 金本 美由紀

4 2016年全日本選手権本戦進出者 2016/11/17-20 男子 90名 上位32名 机 龍之介 鈴木 優希 岡田 賢 清水 孝典 海道 泰喜 林 尚輝 尾潟 祐亮 清沢 裕太

(本戦未勝利のラッキールーザーを除く) 前川 拓也 清田 孝之 永江 達也 園部 大和 谷川 大祐 大段 凛太郎 郡司 颯 松本 淳

渡邊 祥広 島崎 傑 関谷 啓太 佐野 公彦 高味 翔三 佐藤 匠真 寺井 達哉 河原 健一

大塚 悠史 前川 晋吾 松本 航太 宮尾 昌明 佐藤 和典 新井 智大 坪郷 雅史 吉留 慎吾

女子 77名 上位32名 小林 海咲 渡邉 聡美 松井 千夏 杉本 梨沙 山崎 真結 鬼澤 こずえ 野口 祐可 道下 和子

松澤 彩香 池田 宏美 西尾 直子 浅野 裕子 月岡 葉 大谷 えい子 酒井 真美 前川 美和

高橋 美知子 戸田 好子 平尾 芳美 横田 真由美 内山 秀子 光宗 枝里子 髙橋 美帆 川野 智子

野々口 孝子 中平 百香 杉中 美穂 髙橋 ナナミ 三井 梢 高橋 暁子 白石 彩華 緑川 亜希子

5 2016年全日本学生選手権　　　 2016/12/8-12 男子 101名 上位8名 机 龍之介 林 尚輝 尾潟 祐亮 蓮池 隆之 青木 大之 大塚 悠史 佐藤 匠真 仲田 大輝

女子 95名 上位8名 杉本 梨沙 酒井 真美 三井 梢 白石 彩華 太田 ありさ 佐藤 千滉 上田 彩香 勝村 あずさ

6 全日本Jr アンダ－15 2017/3/26-29 男子 17名 上位1名 安藤 優太

女子 12名 上位1名 高橋 楽歩

7 全日本Jr アンダ－17 2017/3/26-29 男子 12名 上位1名 尾潟 祥汰

女子 26名 上位1名 佐野 愛利紗

8 全日本Jr アンダ－19 2017/3/26-29 男子 7名 上位1名 大段 凛太郎

女子 8名 上位1名 渡邉 聡美

9 関西アンダ－23 2017/4/1-2 男子 34名 上位1名 加藤 翔貴

女子 12名 上位1名 清水 沙梨奈

10 神奈川県選手権 2017/4/8-9 男子 44名 上位4名 曽根 直樹 安成 翔太 福井 隆太 澤田 貴志 (丸山 裕太)

（2017年2月10日ランキング） 女子 24名 上位2名 小森 由香 山田 東葉美 (林 美音) (青谷 美奈子)

11 千葉県選手権 2017/4/15-16 男子 29名 上位3名 金丸 陽広 清田 孝之 森 和史 (村田 鉄馬)

（2017年2月10日ランキング） 女子 14名 上位1名 川尻 亜季

12 中四国選手権 2017/4/15-16 男子 38名 上位4名 郡司 颯 大段 凛太郎 寺井 達哉 岡部 慎悟 (浅沼 賢明) (崎 二郎) (田村 有康)

（2017年2月10日ランキング） 女子 17名 上位1名 森谷 智恵 (武本 恵美)

13 東京都選手権 2017/4/22-23 男子 41名 上位4名 前川 晋吾 黄田 勇河 谷川 大祐 永江 達也 (村上 偉織) (宮武 俊輔) (一谷 賢治) (米川 俊介)

（2017年2月10日ランキング） 女子 33名 上位3名 勝俣 真綸 井之上 千春 干場 美佳子 (櫻井 由美)

14 四県選手権 2017/4/22-23 男子 41名 上位4名 太田 佳嗣 庭野 太郎 小河 浩太 鈴木 一輝

（2017年2月10日ランキング） 女子 26名 上位2名 白石 優友 八幡 佑里 (田部井 ひろみ)

15 静岡県選手権 2017/4/22-23 男子 24名 上位2名 高橋 勇太 深田 聡

（2017年2月10日ランキング） 女子 8名 上位1名 鈴木 亜希子

16 全日本アンダ－23 2017/6/3-4 男子 64名 上位8名 松本 航太 尾潟 祐亮 曽根 直樹 新藤 雅大 内田 崇 村山 知嶺 安藤 優太 鈴木 拓道

女子 31名 上位4名 酒井 真美 坂井 日向子 丸茂 珠樹 白石 優友

17 東北選手権 2017/7/15-16 男子 29名 上位3名 新藤 雅大 庄子 裕之 安光 学 (松田 貴)

（2017年6月10日ランキング） 女子 27名 上位2名 遠藤 智生 杉中 美穂 (佐藤 香)

18 ジャパンJr アンダ－15 2017/7/25-28 男子 26名 日本人最高位 資格付与者無し

女子 19名 日本人最高位 高橋 楽歩

19 ジャパンJr アンダ－17 2017/7/25-28 男子 20名 日本人最高位 資格付与者なし

女子 23名 日本人最高位 渡邉 安佑未

20 ジャパンJr アンダ－19 2017/7/25-28 男子 8名 日本人最高位 松本 航太

女子 5名 日本人最高位 渡邉 聡美

21 関西選手権 2017/8/5-6 男子 50名 上位5名 河野 文平 岩井 祐二 宮崎 智尚 土肥 大智 谷崎 眞一 (岡 方斉) (渋澤 直希)

（2017年6月10日ランキング） 女子 31名 上位3名 松本 裕美 太田 ありさ 竹内 優 (中元 可津美)

22 関東学生選手権 2017/8/6-11 男子 128名 上位4名 海道 泰喜 尾潟 祐亮 佐藤 匠真 村山 知嶺

女子 86名 上位4名 酒井 真美 坂井 日向子 中平 百香 三井 梢

23 中四国アンダー23 2017/8/17-20 男子 40名 上位1名 佐々木 雅

女子 26名 上位1名 脇坂 春佳

24 関東選手権 2017/9/9-10 男子 77名 上位7名 川中 理 平林 亮 湯浅 創 村上 偉織 石井 結太 井上 亮 庭野 太郎 (塚田 耕平)

（2017年8月10日ランキング） (高橋 麗) (水澤 亮介) (播木 恭平)

女子 48名 上位5名 白石 優友 平野 未悠 岡田 泰子 青谷 美奈子 吉野 純子 (田口 章子) (大須賀 さよ)

25 全道選手権 2017/9/9-10 男子 59名 上位6名 宇田 大輝 笠井 悠平 寺嶋 雄志 成田 拓朗 杉澤 健 丸山 利幸

（2017年8月10日ランキング） 女子 35名 上位3名 深見 友紀恵 ハーディング 史子 竹田 晴香 (野口 愛) (山内 潮音)

26 中部選手権 2017/9/17-18 男子 25名 上位2名 仲安 順哉 鈴木 慎吾

（2017年8月10日ランキング） 女子 7名 資格枠なし

27 九州選手権 2017/9/23-14 男子 31名 上位3名 佐々木 雅 東 義智 井上 恵輔 (岡 優鷹)

（2017年8月10日ランキング） 女子 20名 上位2名 道下 和子 松原 理恵 (弘中 裕佳)

28 関西学生選手権 2017/10/7-10 男子 79名 上位3名 加藤 翔貴 寺井 達哉 中村 謙太

女子 60名 上位3名 郡司 栞那 坪川 苑加 竹内 優

29 JSA推薦選手 選出者無し

30 地区支部推薦 選出1名 吉永 正章
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2つ以上で該当がある場合は赤字とする　　（　　）：繰り上げ確定者


