
第５０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 男子上位40名 男子 遠藤　共峻 机　龍之介 林　尚輝 鈴木　優希 清沢　裕太 曽根　直樹 安成　翔太 尾潟　祐亮

(2021年12月10日ランキング) 池田　悠真 清水　孝典 郡司　颯 村山　知嶺 岡田　賢 松本　航太 大段　凜太郎 宮尾　昌明

関谷　啓太 土岐　幸誠 加藤　翔貴 前川　拓也 伊藤　幹太 安藤　優太 佐野　公彦 湯浅　創

鈴木　拓道 梅澤　和 徳原　優輝 清田　孝之 尾潟　祥汰 高味　翔三 水上　敏行 米川　俊介

太田　佳嗣 高橋　勇太 青谷　正毅 庭野　太郎 岩井　祐二 渡邉　壱成 菊池　兼人 佐々木　雅

2 女子上位40名 女子 渡邉　聡美 杉本　梨沙 酒井　真美 松井　千夏 松澤　彩香 緑川　あかり 渡邉　安佑未 大谷　えい子

(2021年12月10日ランキング) 高橋　美知子 西尾　直子 池田　宏美 高橋　くるみ 前川　美和 鬼澤　こずえ 浅野　裕子 道下　和子

内山　秀子 櫻井　雪乃 中台　美穂 平野　未悠 光宗　枝里子 高橋　楽歩 月岡　葉 佐藤　舞雪

岡田　泰子 勝村　あずさ 松原　理恵 松本　裕美 林　美音 井川　いずみ 遠藤　智生 杉中　美穂

坂田　日葵 平尾　芳美 高橋　暁子 小森　由香 西尾　舞洋 深見　友紀恵 清水　沙梨奈 青谷　美奈子

3 千葉県選手権 2021/7/10 男子 13名 上位1名 小島　大輝

女子 8名 上位1名 松澤　彩香 (黄原　ますみ)

4 神奈川県選手権 2021/7/10-11 男子 19名 上位2名 安成　翔太 池田　悠真 (平林　亮) (西　浩史)

女子 15名 上位1名 西尾　舞洋 (仁見　孝子)

5 全日本アンダ－23 2021/7/24-25 男子 49名 上位8名 松本　航太 安成　翔太 曽根　直樹 鈴木　拓道 安藤　優太 尾潟　祥汰 池田　悠真 Ren　Makino

女子 18名 上位3名 高橋　くるみ 平野　未悠 西尾　舞洋

6 埼玉・栃木・群馬・茨城県選手権 2021/10/2-3 男子 25名 上位2名 高橋　秀侑 (我妻　莉玖)

女子 10名 上位1名 櫻井　雪乃 (中藪　朋子)

7 関東学生選手権 2021/10/16・17･23･24 男子 87名 上位4名 松本　航太 安成　翔太 曽根　直樹 鈴木　拓道

女子 ４４名 上位3名 平野　未悠 櫻井　雪乃 椿　杏子

8 全道選手権 2021/10/30-31 男子 15名 上位1名 松山　竜ノ助

9 JSAジュニアサマー アンダ－15 2021/11/6-7 女子 4名 上位1名 中島　晶

10 JSAジュニアサマー アンダ－17 2021/11/6-7 男子 4名 上位1名 横田　夢月

女子 10名 上位1名 坂田　日葵

11 JSAジュニアサマー アンダ－19 2021/11/6-7 男子 11名 上位1名 池田　悠真

女子 3名 上位1名 高橋　くるみ

12 関西学生選手権 2021/11/6-8 男子 39名 上位2名 秋山　遼 橋口　詩穏

女子 15名 上位2名 鶴来谷　萌 吉田　萌花

13 中国四国選手権 2021/11/20-21 男子 23名 上位2名 寺井　達哉 小島　剛志

女子 11名 上位1名 金本　美由紀

14 中部選手権 2021/11/21 男子 12名 上位1名 山田　就蔵

15 東北選手権 2021/11/21 男子 10名 上位1名 大塚　悠史

16 東京都選手権 2021/11/27-28 男子 34名 上位3名 鈴木　拓道 徳原　優輝 小河　浩太 (日比　雅也) (金丸　陽広)

女子 20名 上位2名 鈴木　音色 羽石　悠里

17 九州選手権 2021/11/27-28 男子 10名 上位1名 笠井　悠平

女子 10名 上位1名 道下　和子 (山村　早織)

18 関西選手権 2021/12/4-5 男子 18名 上位2名 岡田　賢 前川　拓也 (乙田　希) (浜崎　高嗣)

女子 10名 上位1名 光宗　枝里子 (東　美保)

19 全日本学生選手権 2021/12/4-5 男子 62名 上位8名 安成　翔太 松本　航太 曽根　直樹 安藤　優太 鈴木　拓道 尾潟　祥汰 徳原　優輝 永田　龍之介

女子 56名 上位8名 櫻井　雪乃 櫻井　雪乃 椿　杏子 佐藤　舞雪 干野　恭加 服部　桃香 安齊　花音 鶴来谷　萌
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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

※出場資格付与は、日本スカッシュ協会の会員登録が前提となります。


