
参加選手所属団体　御中 TEAM WATANABE OPEN　大会事務局
Tel：045-306-8700

前略　いつもお世話になっております。
このたび9月1日（金）～3日（日）の日程にて開催いたします、
「ダイナム CUP SQ-CUBE OPEN 2017 in 新横浜」大会のドロー及び、
大会注意事項をお送りいたしますのでよろしくお願い申し上げます。
今大会、お陰様で定員を大きく越えるご参加を頂きました。1人でも多くの方にご参加頂く為に
フレンド男子A/B、フレンド女子Aのプレート戦を行わない事に致しました。
ご理解、ご協力お願い致します。

・ 本大会のルールはJSAのルールに則って行ないます。選手権本戦はPAR 11　ベストオブ5ゲームズ、
選手権予選及びその他のクラスではPAR 11　ベストオブ3ゲームズにて行います。

・ 選手権男子は半袖のゲームシャツ着用、女子は上下コーディネートされたもの着用とします。

・ 3位決定戦は行いません。ベストオブ3ゲームズではノックアップを左右合計3分、
ベストオブ5ゲームズでは5分とします。

・ 選手は試合予定時刻を5分経過してコートに入らない場合は棄権とみなします。
また進行上、時刻が変更になる場合もありますので会場の進行表に常にご注意ください。

・ 原則として勝者レフリー、敗者マーカーとしますので試合後、両者は次の試合のレフリー、
マーカーは責任を持って行ってください。
出来ない場合は代わりの方をたててください。円滑な運営にご協力をお願いいたします。

・ トリオマッチは、後日（1週間前を予定）協会・HPでご案内致しますので、ご確認をお願いします。

・ 試合中の事故、怪我につきましては主催者、施設側は一切の責任を負いませんので
自己の責任において処理をしてください。

・ ご都合により大会を棄権される場合は、お早めにお電話にてご連絡ください。
本人確認のため、メールでは承っておりませんのでご了承ください。

会場利用上のルールに違反した参加者には罰則規定があります。

・ クラブの開場時刻は、期間中はすべて試合開始の 1 時間前からとなります。

・ クラブ内ではクラブのルールを守って行動してください。（ゴミはお持ち帰り下さい）

・ 写真及びビデオの撮影は大会スタッフの許可が必要となります。

・ 館内のコンセントの使用は禁止とさせていただきます。（携帯電話の充電を含む）

・ 館内での飲食は指定された所以外は禁止されていますのでご協力願います。

・ その他は当日の大会スタッフの指示に従って、
クラブ内の利用をしていただきますようお願い申し上げます。

以上

ダイナム CUP SQ-CUBE OPEN 2017 in 新横浜

大会注意事項

連絡先  SQ-CUBE横浜：045-306-8700

会場利用上の注意

～ダイナム50周年／SQ－CUBE10周年記念～



選手権男子本戦

机 龍之介 海道 泰喜
(順天堂大学)

11:00 12:00

(順天堂大学)

15:00 16:00

32

9/2(土) 9/2(土)9/3(日)

30

(OEC) (SQ-CUBE横浜)

24 22

17 19

11:00 12:00

佐野 公彦 青谷 正毅

11:00 12:00

18:20 19:00

28 26

25

11:20 12:00

佐藤 匠真 前川 拓也
(早稲田大学)

11:00 12:00

(コナミ西宮)

15:00 16:00

27

(セントラル一社)

11:30 12:30

関谷 啓太 尾潟 祐亮
(iBEXスポーツ) (順天堂大学)

17:10
清沢 裕太 前川 晋吾

(スカッシュマジック)

11:30 12:30

(メガロス武蔵小金井)

15:30 16:30

16:30

20 18

18:20 19:00

21 23

11:30 12:30

永江 達也 高味 翔三

宮尾 昌明 佐藤 和典

(SQKC) (OEC)

(SQ-CUBE PRO) (メガロス草加)

29 31

11:30 12:30

清水 孝典 鈴木 優希

(メガロス立川)

15:30



選手権女子本戦

渡邉 聡美 杉本 梨沙
(メッドサポートシステムズ)

9:00 10:00

(順天堂大学大学院)

13:00 14:00

32

9/2(土) 9/3(日) 9/2(土)

30

(順天堂大学) (T.UNITED)

24 22

17 19

9:00 10:00

酒井 真美 平尾 芳美

9:00 10:00

17:00 17:40

28 26

25

10:00 10:40

高橋 美知子 大谷 えい子
(SQ-CUBEさいたま)

9:00 10:00

(SQ-CUBEさいたま)

13:00 14:00

27

(iBEXスポーツ)

9:30 10:30

西尾 直子 松澤 彩香
(OEC) (Squash-Life)

16:30
道下 和子 池田 宏美

(iBEXスポーツ)

9:30 10:30

(OEC)

13:30 14:30

14:30

20 18

17:00 17:40

21 23

9:30 10:30

戸田 好子 浅野 裕子

横田 真由美 内山 秀子

(コナミ恵比寿) (コナミ西宮)

(コナミ恵比寿) (SQ-CUBE PRO)

29 31

9:30 10:30

野口 祐可 松井 千夏

(ティップネス宮崎台)

13:30



28
藁科 貴雄 加藤 啓之

選手権男子予選(1/2)

東 義智 加藤 翔貴
(A.I.Creation)

13:20
(立命館大学)

14:00

16:40 17:00

山本 壮

(SQ-CUBEさいたま)

13:20
(セントラル東戸塚)

14:00
深沢 逸紀 丸山 敦

轟 大貴
(青山学院大学) (SQ-CUBE横浜)

32

9/1(金)

21
山本 真也 新井 秀

(セントラル自由が丘)

13:40
(関東支部)

14:00
福岡 靖則

(First Wave) (ルネサンス三軒茶屋)

河原 健一 安本 祐司
(セントラル用賀)

16:40

(SQ-CUBE札幌)

高橋　徹
(SQMアカデミー) (SQ-CUBE横浜)

米川 俊介 平林 亮
(メガロス武蔵小金井)

17:00

(OEC)

17:0017

17:2024 20
井手 大夢 松岡 大起

(早稲田大学)
13:40

(セントラル新浦安)

14:00
山梨 圭

14:20

17:00 17:20

野崎 栄作 ALBANI ROBERT
(セントラル郡山) (YC&AC)

25

乗末 朋美
(Big Mouth) (Fujiyama)

丸山 裕太 村山 知嶺
(SQKC)

13:40
(早稲田大学)

29
平尾 元 小林 重貴

(スパ白金)
13:40

(セントラル東戸塚)

14:20
東野 至圭夫 庭野 太郎

(Fujiyama) (ouheki )



選手権男子予選(2/2)

坪郷 雅史 村田 鉄馬
(Fujiyama)

14:20
(順天堂大学)

15:00

17:20 26
奥 雄大郎 五十嵐 祐輔

(青山学院大学)
14:20

(日本大学)
15:00

植野 翼 金丸 陽広

17:40

石田 茂雄 須賀 豊
(ティップネス宮崎台) (ルネサンス天王町)

30

23
坂本 昌夫 長久保 勝彦

(ティップネス宮崎台)

14:40
(SQ-CUBE横浜)

15:00
三崎 裕太

(SQ-CUBEさいたま) (順天堂大学)

岩井 祐二 高橋 麗
(スカッシュマジック)

17:20

(SQ-CUBEさいたま)

藤井 一憲
(早稲田大学) (ルネサンス東久留米)

田山 健司 湯浅 創
(SQ-CUBE PRO)

17:40

(ルネサンス天王町)

17:4019

18:0022

牛尾 夏輝
(ルネサンス天王町) (東海大学)

27

佐藤 厚
(ルネサンス東久留米) (メガロス調布)

石井 結太 鈴木 一輝
(SQ-CUBEさいたま)

14:40
(Be-Win)

9/1(金)

(OEC) (ティップネス宮崎台)

31
大沼 毅士 村尾 裕義

(SQMアカデミー)
14:40

(青山学院大学)
15:20

浅井 俊哉 西 浩史

18
若山 忠 ミラー トーマス

(SQ-CUBE横浜)
14:40

(セントラル自由が丘)

15:00
澤田 泰宏

15:20

17:40 18:00

Sean O'conell



加藤 千尋
(ティップネス宮崎台) (SQMアカデミー)

32 28
堀江 智佳子 高屋 美月

選手権女子予選(1/2)

櫻井 由美 高橋 暁子
(iBEXスポーツ)

11:00
(セントラル新浦安)

11:20

15:20 15:40

松村 仁美

9/1(金)

(iBEXスポーツ) (ルネサンス天王町)

杉中 美穂
光宗 枝里子 (Point)

11:40(コナミ西宮)

15:20

(メガロス調布)
11:00

(日本女子体育大学)

11:40
中野 美仁子 仁見 孝子

21
中藪 朋子

中常 奈緒美 (ouheki)
11:40(フォーラス)

大森 真由美

15:40

カツマタ ラブリー
17

白浜 佳奈 (A-1)
(SQMアカデミー)

11:00

11:40

15:40 16:00

渡邉 美香 里中 美紀子
(関東支部) (ルネサンス蕨)

24

(セントラル北仙台)

小森 由香 川野 智子
(T.UNITED)

11:00

(スカッシュマジック)

20
海老沢 恵子 井川 いずみ

(ルネサンス相模大野)

11:20
(フォーラス)

12:00
勝村 あずさ 小松 由美子

12:00

15:40 16:00

大野 さゆり 柄澤 志保
(SQ-CUBE横浜) (SQMアカデミー)

25

(イカトンSQ) (セントラル北仙台)

干場 美佳子 井之上 千春
(T.UNITED)

11:20
(ボースト)

29
齋藤 紀子 鈴木 敬子

(ルネサンス天王町)

11:20

(SQ-CUBEさいたま)

12:00
渡邉 安佑未 上山 典子

(関東支部) (TAC)



選手権女子予選(2/2)

古川 由香 青谷 美奈子
(コナミ恵比寿)

12:00
(SQ-CUBE横浜)

12:40

16:00 26
高橋 くるみ 長谷川 京子

(SQ-CUBEさいたま)

12:20
(SQ-CUBE横浜)

13:00
二瓶 雅美 白石 優友

16:20

越智 明子 久保倉 百合子
(セントラル溝ノ口) (パレット中川)

30

13:00

16:00 16:20

元嶋 ワンサー 浜崎 由紀
(セントラル西東京) (SQ-CUBE横浜)

19

(コナミ西宮) (埼玉栄高等学校)

髙橋 美帆 ハーディング 史子

(Team KAWAGOE)

12:20
(T.UNITED)

(ルネサンス天王町) (順天堂大学)

山田 東葉美
(ティップネス宮崎台)

12:20
野々口 孝子

(セントラル用賀)

23
阿世知 由加 黒澤 由美子

(SQ-CUBEさいたま)

12:20

(セントラル稲毛海岸)

13:00
田口 章子 脇坂 春佳

16:40

16:20

荒木 昌代
18

(宮崎バディ) 遠藤 敬子
22 (メガロス草加)

(SSB)
13:20

16:20

(セントラル西東京)

12:40
田部井 ひろみ
(メガロス草加)

矢納 佳名子
(SQ-CUBE横浜)

9/1(金)

(SQ-CUBE札幌) (メガロス調布)

31
緑川 あかり 西 かよこ

(セントラル稲毛海岸)

12:40
(セントラル青砥)

13:20
G オルデハーフェル 木下 純子

16:40

谷藤 光 早坂 優花
(セントラル盛岡) (日本女子体育大学)

27

13:00佐藤 展子

田中 尚子 松原 理恵
(セントラル自由が丘)

12:40



(ルネサンス海老名)

9/2(土) 9/3(日) 9/2(土)

16:50

17:30

ジェイソン ウィダー

14:15
平澤 勇二
(パレット中川)

尾崎 裕一 (コナミ恵比寿)
(セントラル用賀)

久保木 誠一

18:50

轟 大貴 佐藤 宏
(SQ-CUBE横浜) (スパ白金)

増田 利幸
中島 青葉

14:15

(ティップネス宮崎台)

(ティプネス宮崎台)

(ルネサンス港南台) (パレット中川)

16:15
菅野 功一 祷 慶正

(メガロス調布)
16:50 17:30

(SQ-CUBE横浜)

18:30

松田 健司

(東海大学)
16:30 17:10

(関東支部)

近藤 博明 岸田 康史

フレンド男子A

山中 修
(SQ-CUBE横浜)

16:30

佐伯 和彦

17:10

(ルネサンス天王町)

和田 直也

18:30 18:50(SQ-CUBE横浜)

13:35
13:55

牛尾 夏輝 里見 国弘

(フォーラス)



加藤 純奈 松本 園美

(SQ-CUBE横浜)

(パレット中川) (関東支部)

(スパ白金)

許斐 綾乃

荒木 昌代
(鋸南クロススポーツクラブ)

(SQ-CUBE横浜)

15:50 16:10

鈴木 愛海

(日本女子体育大学)
13:30 14:00

倉田 敬子 16:15 尾郷原 涼子
(ルネサンス三軒茶屋)

13:30

13:35 13:55

木村 眞知子

(ルネサンス天王町)

9/2(土) 9/3(日) 9/2(土)

黒田 幸恵
(セントラル東戸塚)

13:15 13:45
(メガロス横濱)

大倉 春奈 川崎 瑞穂

久保倉 百合子

14:00

(宮崎バディ)

フレンド女子A

柄澤 志保 谷藤 光
(SQMアカデミー)

13:15 13:45
(セントラル盛岡)

15:50 16:10

中井 悦子 ブッチ ティナ
(パレット中川) (ルネサンス三軒茶屋)



(メガロス調布)

9/2(土) 9/3(日) 9/2(土)

(ティップネス宮崎台)

(ルネサンス天王町)

14:50

15:30

由淵 晴敏
潤 大司 (スパ白金)

(ルネサンス三軒茶屋)

有村 俊雄

(スパ白金)

17:50
18:10

里見 国弘 齊藤 佑紀
(関東支部) (セントラル一社)

中島 青葉
菅沼 亮平

13:00

久保木 誠一 柄澤 一明
(ルネサンス海老名) (SQMアカデミー)

15:55
尾崎 裕一 串間 道生

(セントラル用賀)
14:50 15:30

(ティップネス宮崎台)

11:35 11:55

(ティップネス宮崎台)

近藤 博明 佐藤 宏
(ルネサンス港南台)

14:30 15:10
(スパ白金)

松枝 健志
(東京YMCA)

13:00 13:00
(SQ-CUBE横浜)

増田 利幸 高橋 司

フレンド男子B

松岡 大起 五十嵐 雄人
(セントラル新浦安)

14:30 15:10

(SQ-CUBE横浜)

松沢 輝雄

17:50 18:10



9/3(日)

1

2

3

4
(セントラル用賀)

10:00
小川 裕子

11:15

ブッチ ティナ
(ルネサンス三軒茶屋)

米澤 佐奈江

倉田 敬子 黒田 幸恵
(ルネサンス三軒茶屋) (メガロス横濱)

5

6

7

8

12:50

10:15
(ドゥスポーツ高崎)

10:15
(セントラル二俣川)

11:35

藤城 汐璃
(日本女子体育大学)

稲田 美智代

(SQ-CUBE横浜)

吉田 薫

13:20

8 6

5 13:50 7

12:40

(SQ-CUBE横浜)

プレート

1 3

4 2

12:40 12:50

13:20

(ルネサンス天王町)

二方 そのお
(日本女子体育大学)

9:45 10:00

杉原 南空 15:55 佐野 みさ子
(日本女子体育大学)

9:45

フレンド女子B

池野 綾子 大津 智香
(ドゥスポーツ高崎)

9:45 10:00
(セントラル用賀)

11:15 11:35

渡辺 音彩 吉村 理咲
(ティップネス宮崎台) (セントラル蒲田)

12:55 13:15

鈴木 もも



新人男子

9/3(日)

藤澤 剛志 仮屋薗 舜策
(慶応義塾大学)

10:55 10:55

(TAC)
1 5

田澤 欣也

12:55 13:15

小原 大典
(SQ-CUBE横浜)

9:15 9:30
(フリー)

2 6
滝田 晃嗣 向山 直佑

(日本体育大学) (スパ白金)

3
9:30

(鋸南クロススポーツクラブ)

10:55

海老原 広大
4

亀山 正 15:35
(First Wave)

9:15
篠宮 尊

1 3

7松枝 健志

11:15

(SQ-CUBE横浜) 五十嵐 雄人
(SQ-CUBE横浜)

8村田 裕亮
(スパ白金)

9:30 (慶應義塾大学)
門脇 駆

(慶應義塾大学)

プレート

12:20 12:30

13:10 13:10

4 2

8 6

5 13:40 7

12:20 12:30



新人女子

9/3(日)

大平 朋実 亀山 涼
(慶應義塾大学)

10:15 10:35

(First Wave)
1 5

三輪 千尋

12:15 12:35

大和 優子
(ルネサンス三軒茶屋)

9:00 9:00
(セントラル青砥)

9:00 9:15
(SQ-CUBE横浜)

2 6
畑中 ふうり 西尾 舞洋

(慶應義塾大学) (ティップネス宮崎台)

1 3

(メガロス横浜) (スパ白金)

プレート

3 7

10:35 10:35

渡辺 音彩 村井 見名
(ティップネス宮崎台) (ルネサンス三軒茶屋)

4 8

15:35
小西 好美 長谷川 侑紀

(メガロス横浜)

濃沼 和子 片山 尚美

12:00 12:10

13:00 13:00

4 2

8 6

5 13:30 7

12:00 12:10


