
第２３回ＡＢＣ予選　男子推薦選手

令和４年度　第２６回シングルス大会　ベスト８

たかはし　はるひ あべ　あさひ おのでら　いぶき いとう　こうすけ ささき　あつき むらまつ　こたろう こまえだ　ゆきと にたない　やまと

髙橋 大陽 阿部 旭陽 小野寺 一颯 伊藤 昊祐 佐々木 篤輝 村松 琥太朗 古前田 志翔 似内 大和
(北上ジュニア) (南城小育成会) (湯口ジュニア) (水沢ブラックキッズ) (シャトルズ．Ｊｒ) (滝沢バドラーズ) (滝沢バドラーズ) (シャトルズ．Ｊｒ)
くろき　はれる きくち　ゆいしん いしばし　そうと やまうち　せいま わたなべ　さつき まきはら　らいと さいとう　りゅうき かなざわ　ゆうき

黒木 天晴 菊地 結心 石橋 奏和 山内 星眞 渡邉 颯月 牧原 徠斗 齊藤 琉希 金澤 佑樹
(ｍｏｎｋｅｙ) (前沢ジュニア) (赤崎シャトルズ) (都南ジュニアフューチャーズ) (矢沢ジュニア) (矢巾シャトル) (滝沢バドラーズ) (矢巾シャトル)
たかはし　ゆうひ てるい　たいせい くろき　たのし こんの　せな さとう　ふうが すずき　あらた なかた　るい いざわ　らいき

髙橋 友陽 照井 大晴 黒木 天喜 今野 世渚 佐藤 風河 鈴木 新太 中田 琉 伊澤 來輝
(北上ジュニア) (湯口ジュニア) (ｍｏｎｋｅｙ) (飯豊ＢＣ) (釜石ジュニア) (前沢ジュニア) (都南ジュニアフューチャーズ) (都南ジュニアフューチャーズ)

令和３年度　第３２回大会兼東北予選　単ベスト８　複ベスト２

たかはし　はるひ あべ　あさひ いとう　こうすけ おのでら　いぶき あさぬま　しゅうじ たかはし　りゅうせい しもたい　せな なかがわ　ようた

髙橋 大陽 阿部 旭陽 伊藤 昊祐 小野寺 一颯 浅沼 柊志 高橋 琉惺 下平 惺那 中川 陽太
(北上ジュニア) (南城小育成会) (水沢ブラックキッズ) (湯口ジュニア) (東和シャトルズ) (矢巾シャトル) (都南ジュニアフューチャーズ) (滝沢バドラーＺ)
たかはし ゆうひ てるい　たいせい さいとう　りゅうき こんの　せな たなか　はる おおいし　ゆいと わたなべ　さつき ふじぬま　こうせい

髙橋 友陽 照井 大晴 齊藤 琉希 今野 世渚 田中 羽琉 大石 結士 渡邉 颯月 藤沼 航世
(北上ジュニア) (湯口ジュニア) (滝沢バドラーＺ) (飯豊ＢＣ) (衣川ジュニアスター) (東和シャトルズ) (矢沢ジュニア) (矢巾シャトル)
にたない　やまと ささき あつき こまえだ　ゆきと むらまつ　こたろう くろき　はれる くろき　たのし まきはら　らいと かなざわ　ゆうき

似内 大和 佐々木 篤輝 古前田志翔 村松 琥太朗 黒木 天晴 黒木 天喜 牧原 徠斗 金澤 佑樹
(シャトルズ．Ｊｒ) (シャトルズ．Ｊｒ) (滝沢バドラーＺ) (滝沢バドラーＺ) (ｍｏｎｋｅｙ) (ｍｏｎｋｅｙ) (矢巾シャトル) (矢巾シャトル)

令和３年度　第２２回ＡＢＣ予選会　Ａベスト１６　Ｂベスト８　Ｃベスト２

たかはし　はるひ むらまつ　こたろう のだ　くうと あべ　あさひ おのでら　いぶき こまえだ　ゆきと にたない　やまと

髙橋 大陽 村松 琥太朗 野田 久侑杜 阿部 旭陽 小野寺 一颯 古前田 志翔 似内 大和
(北上ジュニア) (滝沢バドラーＺ) (赤崎シャトルズ) (南城小育成会) (湯口ジュニア) (滝沢バドラーＺ) (シャトルズ．Ｊｒ)
たかはし　ゆうひ くろき　はれる きくち　ゆいしん こんの　せな わたなべ　さつき やまうち　せいま いしばし　そうと てるい　たいせい

髙橋 友陽 黒木 天晴 菊地 結心 今野 世渚 渡邉 颯月 山内 星眞 石橋 奏和 照井 大晴
(北上ジュニア) (ｍｏｎｋｅｙ) (前沢ジュニア) (飯豊ＢＣ) (矢沢ジュニア) (都南ジュニアフューチャーズ) (赤崎シャトルズ) (湯口ジュニア)
くろき たのし ふるかわ　はる

黒木 天喜 古川 颯琉
(ｍｏｎｋｅｙ) (水沢ブラックキッズ)

令和３年度　第１５回ダブルス大会　ベスト２

たかはし　はるひ こまえだ　ゆきと むらまつ　こたろう くろぶち　れつ たかはし　とうま きくち　ゆいしん のざと　はるき くろき　はれる くろき　たのし

髙橋 大陽 古前田 志翔 村松 琥太朗 黒渕 烈 髙橋 東馬 菊地 結心 野里 陽樹 黒木 天晴 黒木 天喜
(北上ジュニア) (滝沢バドラーＺ) (滝沢バドラーＺ) (沢内ジュニア) (沢内ジュニア) (前沢ジュニア) (前沢ジュニア) (ｍｏｎｋｅｙ) (ｍｏｎｋｅｙ)
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第２３回ＡＢＣ予選　女子推薦選手

令和４年度　第２６回シングルス大会　ベスト８

はたけやま　らむ ささき　ねね かきぬま　いぶき ひなはた　ことは ふじむら　ゆいな なかやしき　まお すずき　ななみ ささき　ももこ

畠山 来夢 佐々木 音寧 柿沼 愛楓 日向端 理葉 藤村 結菜 中屋敷 真央 鈴木 菜々心 佐々木 桃子
(ハイタッチジュニア) (矢巾シャトル) (ｍｏｎｋｅｙ) (都南ジュニアフューチャーズ) (都南ジュニアフューチャーズ) (矢沢ジュニア) (北上ジュニア) (北上ジュニア)
きくち　みりあ ほそかわ　なお のろ　ななか ななうみ　さゆ おおいし　さちか かわばた　さき ささき　はるひ たい　ななみ

菊池 未莉亜 細川 奈桜 野呂 奈々花 七海 紗雪 大石 倖叶 川端 爽生 佐々木 悠妃 田井 七海
(ハイタッチジュニア) (都南ジュニアフューチャーズ) (矢沢ジュニア) (ｍｏｎｋｅｙ) (前沢ジュニア) (赤崎シャトルズ) (小山ウイングス) (フラワーＷｉｎｇ)
くどう　はる ひなはた　いろは ささき　りか さとう　りの おおはし　みき いしはら　きらり かきぬま　あさひ くぼ　ひより

工藤 遥 日向端 彩葉 佐々木 梨夏 佐藤 莉乃 大橋 未来 石原 希星 柿沼 朝妃 久保 陽愛
(ｍｏｎｋｅｙ) (都南ジュニアフューチャーズ) (矢巾シャトル) (フラワーＷｉｎｇ) (北上ジュニア) (ｍｏｎｋｅｙ) (ｍｏｎｋｅｙ) (釜石ジュニア)

令和３年度　第３２回大会兼東北予選　単ベスト８　複ベスト２

はたけやま　らむ ささき　ねね かきぬま　いぶき ささじ　かほ かわみなみ　まひろ すがわら　ゆうり かたの　ゆいな

畠山 来夢 佐々木 音寧 柿沼 愛楓 笹治 夏帆 川南 茉優 菅原 侑莉 片野 結菜
(ハイタッチジュニア) (矢巾シャトル) (ｍｏｎｋｅｙ) (ｍｏｎｋｅｙ) (ライスヒルズジュニア) (北上ジュニア) (滝沢バドラーＺ)
くどう　はる ほそかわ　なお きくち　みりあ ひなはた　いろは いとう　ちかの ななうみ　さゆ のろ　ななか おおいし　さちか

工藤 遥 細川 奈桜 菊池 未莉亜 日向端 彩葉 伊藤 静乃 七海 紗雪 野呂 奈々花 大石 倖叶
(ｍｏｎｋｅｙ) (都南ジュニアフューチャーズ) (シャトルズ．Ｊｒ) (都南ジュニアフューチャーズ) (東和シャトルズ) (ｍｏｎｋｅｙ) (矢沢ジュニア) (前沢ジュニア)
ささき　ももこ すずき　ななみ のろ　ももか ただ　さくら ひなはた　ことは たかはし　きらり ふじた　すいれん ちば　いちか たにむら　かえで

佐々木 桃子 鈴木 菜々心 野呂 萌々花 多田 紗羅 日向端 理葉 髙橋 煌莉 藤田 翠蓮 千葉 苺華 谷村 椛

(北上ジュニア) (北上ジュニア) (矢沢ジュニア) (矢沢ジュニア) (都南ジュニアフューチャーズ) (矢沢ジュニア) (矢沢ジュニア) (矢巾シャトル) (矢巾シャトル)

令和３年度　第２２回ＡＢＣ予選会　Ａベスト１６　Ｂベスト８　Ｃベスト２

はたけやま　らむ なかやしき　まお ふじむら　ゆいな すずき　ななみ ささき　ねね のろ　ももか ささき　ももこ おいかわ　ゆめ ひなはた　ことは

畠山 来夢 中屋敷 真央 藤村 結菜 鈴木 菜々心 佐々木 音寧 野呂 萌々花 佐々木 桃子 及川 結夢 日向端 理葉
(ハイタッチジュニア) (矢沢ジュニア) (都南ジュニアフューチャーズ) (北上ジュニア) (矢巾シャトル) (矢沢ジュニア) (北上ジュニア) (ライスヒルズジュニア) (都南ジュニアフューチャーズ)

ほそかわ　なお くどう　はる ひなはた　いろは きくち　みりあ たかはし　きらり おおいし　さちか のろ　ななか ななうみ　さゆ

細川 奈桜 工藤 遥 日向端 彩葉 菊池 未莉亜 髙橋 煌莉 大石 倖叶 野呂 奈々花 七海 紗雪
(都南ジュニアフューチャーズ) (ｍｏｎｋｅｙ) (都南ジュニアフューチャーズ) (シャトルズ．Ｊｒ) (矢沢ジュニア) (前沢ジュニア) (矢沢ジュニア) (ｍｏｎｋｅｙ)
ささき　りか ほっけづ　りお

佐々木 梨夏 法華津 莉桜
(矢巾シャトル) (水沢ブラックキッズ)

令和３年度　第１５回ダブルス大会　ベスト２

ひなはた　ことは すずき　ななみ ささき　ももこ のろ　ももか ただ　さくら ほそかわ　なお ひなはた　いろは のろ　ななか たかはし　きらり

日向端 理葉 鈴木 菜々心 佐々木 桃子 野呂 萌々花 多田 紗羅 細川 奈桜 日向端 彩葉③ 野呂 奈々花 髙橋 煌莉
(都南ジュニアフューチャーズ) (北上ジュニア) (北上ジュニア) (矢沢ジュニア) (矢沢ジュニア) (都南ジュニアフューチャーズ) (都南ジュニアフューチャーズ) (矢沢ジュニア) (矢沢ジュニア)
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