
第第第第１１１１１１１１回 岡山回 岡山回 岡山回 岡山オープンオープンオープンオープン参加者参加者参加者参加者のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ

 この この この この度度度度はははは、、、、第第第第１１１１１１１１回岡山回岡山回岡山回岡山オープンオープンオープンオープンににににエントリーエントリーエントリーエントリー頂頂頂頂きききき、、、、誠誠誠誠にありがとうございますにありがとうございますにありがとうございますにありがとうございます。。。。

ドロードロードロードロー及及及及びびびび協賛協賛協賛協賛ホテルホテルホテルホテル・・・・大会会場大会会場大会会場大会会場のののの案内案内案内案内をおをおをおをお知知知知らせいたしますらせいたしますらせいたしますらせいたします。。。。

　　　　会議室会議室会議室会議室においてにおいてにおいてにおいて審判講習会審判講習会審判講習会審判講習会（（（（追試追試追試追試））））をををを実施実施実施実施するするするする都合上都合上都合上都合上、、、、今大会今大会今大会今大会はははは選手控選手控選手控選手控ええええ室室室室をををを用意用意用意用意しませんのでしませんのでしませんのでしませんので

コートコートコートコート後方後方後方後方のののの荷物置荷物置荷物置荷物置きききき場場場場をごをごをごをご利用下利用下利用下利用下さいさいさいさい。。。。

　　　　入賞者入賞者入賞者入賞者のののの方方方方はははは勿論勿論勿論勿論のののの事事事事、、、、参加者参加者参加者参加者のののの方方方方々々々々にはにはにはには最後最後最後最後までのまでのまでのまでの観戦及観戦及観戦及観戦及びびびび表彰式表彰式表彰式表彰式へのへのへのへの参加参加参加参加をををを宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

＜＜ ＜＜ ＜＜ ＜＜ 協賛協賛協賛協賛ホテル ホテル ホテル ホテル ＞＞＞＞＞＞＞＞

個人で直接ホテルへ予約して、その際には『スカッシュの試合で・・・』と申し出て下さい。

予約後のキャンセル等は個人の責任で行なって下さい。詳細はＨＰ又は電話でお問い合わせ下さい。

ベッセルホテルベッセルホテルベッセルホテルベッセルホテル倉敷倉敷倉敷倉敷

料金 シングルシングルシングルシングル　　　　６６６６，，，，３００３００３００３００円円円円 ツインツインツインツイン　　　　９９９９，，，，８００８００８００８００円円円円（（（（２２２２名利用名利用名利用名利用））））

場所 〒701-0114 岡山県倉敷市松島１１７７－７

ＴＥＬ ((((０８６０８６０８６０８６))))－－－－４６１４６１４６１４６１－－－－０１０１０１０１０１０１０１０１ アクセス マスカット球場より北へ約1km

ＵＲＬ http://www.vessel-group.co.jp/kurashiki.htm

E-mail：si-kurashiki@vessel-group.co.jp

＜＜ ＜＜ ＜＜ ＜＜ 大会会場 大会会場 大会会場 大会会場 ＞＞＞＞＞＞＞＞

場所 倉敷スポーツ公園内マスカット球場外野スタンド裏

アクセス JR中庄駅から徒歩８分 ＵＲＬ http://www.muscat.or.jp/

注意事項 大会会場付近には食事をする所がありませんので、食事に出掛ける際は、

タイムテーブルに十分注意してお出かけください。

また、会場付近に常設してありますゴミ箱は大会参加者用ではありませんので

各自各自各自各自ゴミゴミゴミゴミはははは持持持持ちちちち帰帰帰帰ってってってって、、、、個人個人個人個人のののの責任責任責任責任においてにおいてにおいてにおいて処分処分処分処分してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

＜＜ ＜＜ ＜＜ ＜＜ 大会注意事項 大会注意事項 大会注意事項 大会注意事項 ＞＞＞＞＞＞＞＞

1. 大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ ２２２２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（土土土土） ） ） ） １１１１１１１１：：：：００００００００～～～～ 選手権男女予選・本戦

２２２２月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（日日日日） ） ） ） ９９９９：：：：００００００００～～～～ 選手権男女本戦、フレンド男女、デビュー男女

　　　　　　　　 １7：3０頃 試合終了後、表彰式

2. 試合形式 ラリーポイント 11点 タイブレーク方式

選手権男女は、本戦１回戦から５ゲームズマッチです。

その他は全て３ゲームズマッチとなります。

全種目全種目全種目全種目においてにおいてにおいてにおいて３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦はははは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。

3. ワイルドカード 公認大会規定10-3により支部推薦のワイルドカードを使用しています。

選手権男子：矢野雄二選手（リバティ）を本戦８シードにしてあります。

選手権女子：丸茂珠樹選手（広島女学院中学校）を本戦８シードにしてあります。

4. 問い合わせ先 W/Oの連絡及び何かありましたら以下へご連絡下さい。

芦谷 TEL：090-3400-3022 MAIL：assist1028@yahoo.co.jp

蓮中 TEL：090-7132-6721 MAIL：hasu_1998@yahoo.co.jp

間違間違間違間違いをいをいをいを防防防防ぐためにぐためにぐためにぐために問問問問いいいい合合合合わせはできるだけわせはできるだけわせはできるだけわせはできるだけEEEE----mailmailmailmailにておにておにておにてお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。



第第第第１１１１１１１１回  岡山回  岡山回  岡山回  岡山オープン    オープン    オープン    オープン    選手権男子 選手権男子 選手権男子 選手権男子 [[[[本 戦本 戦本 戦本 戦]]]]
２６日（土） ２７日（日） ２６日（土）

① 浜崎　英晋 前川　拓也 ③

(SQ-CUBE)
18:20 19:00

(コナミ西宮)

ＨＨＨＨ ＦＦＦＦ

11:20 12:00

ＡＡＡＡ ＣＣＣＣ

18:20 19:00

矢野　雄二 坂巻　太郎

(リバティ)
14:00 14:00

(JIN)

小林　剛
16:00

武本　清孝

(Jcourt)
18:20 19:00

(リバティ)

ＤＤＤＤ ＢＢＢＢ

11:20 12:00

ＥＥＥＥ ＧＧＧＧ

18:20 19:00

④ 丹羽　拓史 大根田　芳浩 ②

(SSB) (OEC)

・本戦から５ゲームズマッチ（３決は行いません。）

・2010年12月発表のランキング表で作成しています。

・JSA競技規定により支部推薦のワイルドカードを使用しています。



第第第第１１１１１１１１回  岡山回  岡山回  岡山回  岡山オープン    オープン    オープン    オープン    選手権男子 選手権男子 選手権男子 選手権男子 [[[[予 選予 選予 選予 選]]]]
２６日（土） ２６日（土）

青谷　正毅 浅井　俊哉
(メガロス横濱) (SQ-CUBE)

bye bye
(bye) 14:20 (bye) 15:20

吉田　匡輝 寺井　達哉
(WING) 11:00 (フロンティアJ.S.A) 12:20

松本　哲哉 2222 種本　実成 7777
(SQ-CUBE) 16:20 ＡＡＡＡ (WIN) 16:40 ＢＢＢＢ

吉澤　匡希 佐賀　禎一
(広島修道大学) 11:20 (WING) 12:20

石黒　道兼 佐藤　泰生
(ルネサンス尼崎) 14:20 (エルスポーツ京都) 15:20

吉原　隆志 中村　悟
(マスカット) 11:20 (広島修道大学) 12:40

林　浩規 髙橋　英之
(パルポート太田) (関西支部)

藤井　一憲 古川　悟史
(RONDO) (ルネサンス福岡香椎)

bye bye
(bye) 15:00 (bye) 14:40

尾潟　祐亮 鈴木　一裕
(勝山中学校) 12:00 (ジ・アンタンテ) 11:20

山本　大介 6666 浅沼　賢明 3333
(愛媛大学) 16:40 ＣＣＣＣ (広島修道大学) 16:20 ＤＤＤＤ

山口　真典 丸山　昭文
(PREGO) 12:20 (ルネサンス広島) 11:20

三大寺　祐一郎 西村　好史
(立命館大学) 15:00 (パルポート太田) 14:40

安高　浩紀 柿原　賢治
(関西学院大学) 12:20 (広島修道大学) 11:40

蓮中　正彦 小川　伸雄
(リバティ) (ジュリア)



第第第第１１１１１１１１回  岡山回  岡山回  岡山回  岡山オープン    オープン    オープン    オープン    選手権男子 選手権男子 選手権男子 選手権男子 [[[[予 選予 選予 選予 選]]]]
２６日（土） ２６日（土）

新久保　達也 礒部　拓治
(福岡大学) (コナミ学園前)

bye bye
(bye) 14:40 (bye) 15:00

藤井　寛之 清水　勝正
(マスカット) 11:40 (PREGO) 12:00

密山　祐志 4444 大隅　堅斗 5555
(広島修道大学) 16:20 ＥＥＥＥ (広島修道大学) 16:40 ＦＦＦＦ

舘　俊佑 川上　香
(SQ-CUBE札幌) 11:40 (PREGO) 12:00

義藤　政治 藤井　康彰
(PREGO) 14:40 (コナミ西宮) 15:00

佐治　正 砂本　風賀
(セントラル宇都宮) 11:40 (フロンティアJ.S.A) 12:00

淵上　博文 芦谷　誠治
(WIN) (マスカット)

近藤　百年明 藤堂　悟
(セントラル一社) (セントラルポート)

bye bye
(bye) 15:20 (bye) 14:20

岡部　慎悟 浦野　泰幸
(広島修道大学) 12:40 (ジスト和歌山) 11:00

山本　博之 8888 村中　一麻 1111
(ルネサンス尼崎) 16:40 ＧＧＧＧ (愛媛大学) 16:20 ＨＨＨＨ

熊代　敦之 和田　猛
(パルポート太田) 12:40 (ジスト和歌山) 11:00

橋本　大輝 村上　瑛児
(広島修道大学) 15:20 (PREGO) 14:20

尾潟　祥汰 風呂迫　明
(勝山小学校) 12:40 (ルネサンス尼崎) 11:00

東江　幸太郎 P メレット
(ジスト和歌山) (セントラル広島)



第第第第１１１１１１１１回  岡山回  岡山回  岡山回  岡山オープン    オープン    オープン    オープン    選手権女子 選手権女子 選手権女子 選手権女子 [[[[本 戦本 戦本 戦本 戦]]]]
２６日（土） ２７日（日） ２６日（土）

① 浅野　裕子 松原　理恵 ③

(コナミ西宮)
17:00 17:40

(SSB)

ＨＨＨＨ ＦＦＦＦ

10:00 10:40

ＡＡＡＡ ＣＣＣＣ

17:00 17:40

丸茂　珠樹 長行　美保

(広島女学院中学校)
13:20 13:20

(PREGO)

浜崎　由紀
15:20

中田　裕子

(SQ-CUBE)
17:00 17:40

(ボースト)

ＤＤＤＤ ＢＢＢＢ

10:00 10:40

ＥＥＥＥ ＧＧＧＧ

17:00 17:40

④ 青谷　美奈子 野瀬　明美 ②

(セントラル東戸塚) (PREGO)

・本戦から５ゲームズマッチ（３決は行いません。）

・2010年12月発表のランキング表で作成しています。

・JSA競技規定により支部推薦のワイルドカードを使用しています。



第第第第１１１１１１１１回  岡山回  岡山回  岡山回  岡山オープン    オープン    オープン    オープン    選手権女子 選手権女子 選手権女子 選手権女子 [[[[予 選予 選予 選予 選]]]]
２６日（土） ２６日（土）

光宗　枝里子 松本　舞
(コナミ西宮) 13:00 (SQ-CUBE) 14:00

bye bye
(bye) (bye)

中平　百香 2222 吉川　燈 7777
(フロンティアJ.S.A) 15:40 ＡＡＡＡ (マスカット) 16:00 ＢＢＢＢ

東　美保 濱名　麻由美
(SHIN-SHIN) (コナミ西宮)

bye bye
(bye) 13:00 (bye) 14:00

川口　裕子 黒本　真奈
(ルネサンス尼崎) (広島修道大学)

高木　あきみ 武本　恵美
(エルスポーツ京都) 13:40 (セントラル広島) 13:20

bye bye
(bye) (bye)

金本　美由紀 6666 中浜　由紀子 3333
(セントラル広島) 16:00 ＣＣＣＣ (ルネサンス尼崎) 15:40 ＤＤＤＤ

石川　裕美 竹岡　香
(キッツせんだい) (ジュリア)

bye bye
(bye) 13:40 (bye) 13:20

飯田　みちる 中元　可津美
(ジュリア) (エルスポーツ京都)

矢納　佳名子 二瓶　雅美
(SQ-CUBE) 13:20 (squashya) 13:40

bye bye
(bye) (bye)

丸尾　智香 4444 中村　由紀 5555
(広島修道大学) 15:40 ＥＥＥＥ (セントラル広島) 16:00 ＦＦＦＦ

鈴木　るり子 釜洞　美鈴
(マスカット) (ルネサンス尼崎)

bye bye
(bye) 13:20 (bye) 13:40

西森　美智子 北川　知子
(エポック中原) (パルポート太田)

鈴木　めぐみ 藤井　綾子
(JIN) 14:00 (RONDO) 13:00

bye bye
(bye) (bye)

内藤　亜由美 8888 河津　由季 1111
(マスカット) 16:00 ＧＧＧＧ (AVID) 15:40 ＨＨＨＨ

池上　裕子 横山　友紀
(パルポート太田) (広島修道大学)

bye bye
(bye) 14:00 (bye) 13:00

呑谷　安己 中元　優香
(グンゼ川西) (エルスポーツ京都)



第第第第１１１１１１１１回  岡山回  岡山回  岡山回  岡山オープン  フレンドオープン  フレンドオープン  フレンドオープン  フレンド男子男子男子男子
２７日（日）

和田　猛 西村　好史

(ジスト和歌山) (パルポート太田)

米村　俊輝 安高　浩紀

(広島修道大学) (関西学院大学)

阿部　翔太 尾潟　祥汰

(立命館大学) 14:00 14:20 (勝山小学校)

三大寺　祐一郎 佐治　正

(立命館大学) (セントラル宇都宮)

bye bye

(bye) (bye)

佐藤　誠 砂本　風賀

(WIN) 15:00 15:00 (フロンティアJ.S.A)

中谷　光明 16:20 浦野　泰幸

(PREGO) (ジスト和歌山)

bye bye

(bye) (bye)

石黒　道兼 中村　悟

(ルネサンス尼崎) 14:00 14:20 (広島修道大学)

野坂　司 風呂迫　明

(広島修道大学) (ルネサンス尼崎)

bye 吉原　隆志

(bye) (マスカット)

尾潟　祐亮 山本　大介

(勝山中学校) (愛媛大学)

第第第第１１１１１１１１回  岡山回  岡山回  岡山回  岡山オープン  フレンドオープン  フレンドオープン  フレンドオープン  フレンド女子女子女子女子
２７日（日）

中元　可津美 中平　百香

(エルスポーツ京都) (フロンティアJ.S.A)

bye bye

(bye) 13:20 13:40 (bye)

桑原　晶子 松岡　順子

(PREGO) (リバティ)

中村　由紀 和田　圭子

(セントラル広島) 15:00 15:00 (ジスト和歌山)

佐藤　昭子 16:00 池上　裕子

(関東支部) (パルポート太田)

野口　絢子 田中　麻美

(マスカット) 13:20 13:40 (マスカット)

bye bye

(bye) (bye)

金本　美由紀 石川　裕美

(セントラル広島) (キッツせんだい)

-- --

-- 9:20

11:20 12:00

11:20 12:00

-- --

-- --

11:00 11:40

11:00 11:40

9:20 9:20

10:20 10:40

10:20 10:40

-- --



第第第第１１１１１１１１回  岡山回  岡山回  岡山回  岡山オープン  デビューオープン  デビューオープン  デビューオープン  デビュー男子男子男子男子
２７日（日）

阿部　翔太 畝　輝之

(立命館大学) (マスカット)

bye bye

(bye) (bye)

bye 山田　真弘

(bye) 13:00 13:00 (広島修道大学)

小林　克彦 寺田　飛鳥

(マスカット) (愛媛大学)

bye bye

(bye) (bye)

三好　将大 藤原　信吾

(広島修道大学) 14:40 14:40 (広島修道大学)

藤本　隆太 15:40 亀井　航平

(関西学院大学) (関西学院大学)

bye bye

(bye) (bye)

高嶋　光大 畝　歩夢

(マスカット) 13:00 13:00 (マスカット)

豊田　真太郎 bye

(愛媛大学) (bye)

bye bye

(bye) (bye)

片山　純希 加藤　幸広

(広島修道大学) (広島修道大学)

第第第第１１１１１１１１回  岡山回  岡山回  岡山回  岡山オープン  デビューオープン  デビューオープン  デビューオープン  デビュー女子女子女子女子
２７日（日）

太田　早紀 田中　美里

(広島修道大学) (広島修道大学)

bye bye

(bye) 12:20 12:40 (bye)

小林　莉央 bye

(マスカット) (bye)

豊島　千里 小林　真紀子

(関西学院大学) 14:40 14:40 (マスカット)

高嶋　寛美 15:20 井上　千賀

(マスカット) (広島修道大学)

bye

(bye) 12:20 12:40

bye

(bye)

田中　愛理沙 横田　佳奈

(関西学院大学) (関西学院大学)

-- --

-- 9:40

-- --

9:40 10:00

9:40 10:00

9:20 --

9:40 --

-- --


