
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3月24日（土）～25日（日）の日程にて開催いたします、
「HEAD CUP TWO 2018 春 in 札幌」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。

・ 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。
プレート戦は15点先取1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。
（他大会のTシャツ、素材が綿のTシャツは着用できません）

・ 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

HEAD CUP TWO 2018 春 in 札幌

大会注意事項

連絡先  SQ-CUBE札幌：011-513-1565

会場利用上の注意
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10:00
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佐藤 健太
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(utari)

11:30
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日比 雅也
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中田 悠輔 朝倉 隆元
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高柳 裕哉 藪中 克未
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(北海学園大学)
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尾山 雄一

17:50
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吉井 直毅 市川 雄二郎
(東北大学) (北海学園大学)

乗末 朋美 佐藤 昭

(北海学園大学)
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選手権女子予選　3/24(土)

古内 まりな
梅津 彩織 (藤女子大学)

13:10
(SQ-CUBE札幌)

12:50 飯塚 千尋

17:10
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岸田 藍 (東北医科薬科大学)
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8 孝口 里侑
6

大坂 奈央 (北海道大学)
(東北福祉大学)

12:50 井上 昭子
緒方 由美 (コナミ西宮)

13:10(SQ-CUBEさいたま)
武石 望

(順天堂大学)

野口 愛 西屋 満子
(SQ-CUBE札幌)

12:50

(SQ-CUBE札幌)

13:30赤塚 優香

16:50

今野 真希

17:10

(北海学園大学)
10:30

(天使大学)
10:45

及川 悠衣

13:30
芳賀 素子 山中 裕子

7
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秋元 沙織 鈴木 誉

池田 えりこ
5

(セントラル北仙台) (宮崎バディ)

(順天堂大学)
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(宮城学院女子大学) (SQ-CUBE札幌)

プレート　3/25(日)　15点先取1ゲームマッチ
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佐子川 さやか 後藤 未沙

(東北大学)
14:30 14:50

(武蔵女子短大)

及川 もも子 村上 真弓

② ⑥
川端 菜月 熊田原 早織

(武蔵女子短大) (SQ-CUBE札幌)

① ⑤
笹木 鈴香

12:40 12:40

和賀 洸
(北海学園大学)

14:30 14:50
(武蔵女子短大)

③ ⑦

17:10 17:50

脇 はる菜 関口 綾菜
(武蔵女子短大) (北海学園大学)

フレンド女子A

古内 まりな 五十嵐 千紗
(藤女子大学)
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⑤
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④ ②
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プレート　3/25(日)　15点先取1ゲームマッチ

① ③

11:20 11:40

13:20 13:30

⑧

④ ⑧
上守 祐史 串間 道生

③ ⑦

15:50 16:30

下田 崇史 櫻井 柊人
(東北大学) (東北大学)

染谷 駿一 長谷川 健太

⑥
味呑 拓海 小野田 啓司

(メガロス横濱) (東北大学)

(東北大学)
13:50 14:30

(東北大学)

沓沢 康平 塩見 拓己
(東北大学)

13:50 14:10
(東北大学)

① ⑤

15:30 16:10

土井 慎平 浅水 克仁
(東北大学) (SQ-CUBE札幌)

13:00 13:00
小野 悠真 17:20 岸 拓海
(東北大学)

13:50 14:10
(東北大学)

②

フレンド男子A

河野 宏明 東 哲平
(順天堂大学)

13:30 14:10
(東北大学)
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フレンド女子B　3/25(日)
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④
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プレート　3/25(日)　15点先取1ゲームマッチ

浅水 克仁
(北海道大学)
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金谷 俊和 山本 麟太郎
(コナミ白石) (フリー)
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前原 宏一 野村 文彦
(SQ-CUBE札幌) (コナミ白石)

高井 智史 16:40

④

フレンド男子B

串間 道生 上守 祐史
(スパ白金)

14:50 15:10
(SQ-CUBE札幌)
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後藤 未沙

(武蔵女子短大)

熊田原 早織
10:20
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小川 裕子
13:40 12:20

(SQ-CUBE横浜)

五十嵐 千紗
10:00 12:00 14:00

(北海商科大学)

五十嵐 千紗 小川 裕子 熊田原 早織 後藤 未沙


