
スカッシュ担当者各位

拝啓

　このたびの東日本大震災により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された地域の皆さま、
その家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。そして被災された方々の一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。

　尚、フレンドシップ男子につきましては、申込み少数の為中止とさせていただきました。ご了承下さい。
　　       敬具

○本大会のルールはWSFとJSAのルールに則って行います。
    尚、ドローは平成23年8月10日現在のランキングを使用して作成しております。
○試合方法は、選手権男子本戦・選手権女子3回戦よりPAR-11（ラリーポイント11点タイブレーク方式）5ゲームズマッチ
　　で行い、それ以外は3ゲームズマッチで行います。　3位決定戦は実施いたします。
　　フレンドシップは全て PAR-11（ラリーポイント11点タイブレーク方式）3ゲームズマッチ で行います。
○試合開始予定時刻の 1時間前（各日第1試合については30分前）までに 受付を済ませて下さい。
　　2日間とも受付は行いますので、必ず受付を済ませた上で試合に出場してください。
　　※ラリーポイント11点方式を採用しているため、試合の進行が早まる可能性がありますので、早めの受付にご協力
　　　お願いいたします。　（特に本戦から出場される選手の方は早めの受付にご協力お願いいたします。）
○試合開始予定時刻を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。
○選手権参加者の服装について、女子は上下コーディネートされたものを着用して下さい。
　　男子は、半袖のゲームシャツ（上下がコーディネートされた襟無しシャツを含む）とショートパンツを着用して下さい。

　　※禁止される服装は、トレーナー、薄手の運動用パンツ、ランニングパンツ、スパッツやレギンスなどの体のラインが
　　　 はっきり出る物のみの着用、 ドレスシャツ（Yシャツなど）、Ｔシャツとする。
○一部試合時間が変則的になっております。お間違いのないようご注意願います。
○入賞者の方は勿論の事、参加者の方々には最後までの観戦及び表彰式への参加を宜しくお願いいたします。
○大会速報を twitterで公開いたします。詳細はhttp://twitter.com/sq_kanto をご参照ください。

○駐車場はご利用できませんので、電車等をご利用下さい。
○会場においてはクラブの規則に従い、クラブ会員の方々に迷惑のかからぬようにお願いします。
○スカッシュコート・選手控室・ロッカールーム・シャワールーム・他指定エリア以外の施設のご利用はできません。
○荷物は選手控室（または指定された場所）に置いて下さい。
○盗難･紛失については一切責任を負いかねますので、貴重品等は各自で保管して下さい。
○忘れ物については、大会終了後処分させていただきますので予めご了承下さい。
○食事については、指定されたエリアにてお願いします。

※以上、ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。

・大   会   前 ０３－３９９８－２７６６　 日本スカッシュ協会関東支部　谷内（やち）   　
（　問い合わせ時間　：　１２：００　～　１９：００　）

・大会期間中 ０９０－８８７４－３７８７／ ０９０－１５５７－８８５１

＜大会会場利用上の注意＞

＜大会注意事項＞

＜お問い合せ先＞

◎会場は、スカッシュスタジアムSQ-CUBEさいたまとなっております。

平成23年8月吉日

　つきましては、大会ドロー及び大会注意事項をお送り致しますので、貴クラブにてご掲示等により参加者の方々に
お知らせいただけますようお願い申し上げます。

日本スカッシュ協会関東支部
大会実行委員長　千葉直樹

　貴クラブにおかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて、9月10日～11日に開催致します第20回関東スカッシュ選手権及びオープンフレンドシップスカッシュ大会に、
多数の方のお申込みをいただき誠にありがとうございました。



氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

榎本　紀行 山元　正裕
森　亨行 (東武かしわ) (ＳＱ－ＣＵＢＥ)
(ティップネス宮崎台)

青木　大之 大野　真也
(作新学院) (ＳＱ－ＣＵＢＥさいたま)

荒居　毅
(スカッシュマジック) 川中　理 寺岡　達哉

(順天堂大学) (パレット中川)

水澤　亮介
(ＳＱ－ＣＵＢＥさいたま)

小助川　展昌 西　浩史
(ルネサンス相模大野) (ルネサンス浦和)

満木　学
(セントラル三郷)

田中　壮明 安部　桂介
(東武かわごえ) (ルネサンス海老名)

高橋　信宏
(ドゥ高崎)

福森　智哉 真壁　隆訓
(セントラル三郷) (ＯＥＣ)

川崎　孝俊 信安　陽実 山口　智巳
(ルネサンス水戸) (ＲＯＮＤＯ) (Ａ－１)

嶋田　光太 林　一樹 松浦　隆夫
(Ｒｉｔｓ－ＳＱ) (ｉｂｅｘスポーツ) (Ｂｉｇ　Ｍｏｕｔｈ)

春日井　宏 村上偉織
(Ｐ．Ｄ．Ｍ) (青山学院大学)

池田　雅一
(ＪＩＮ)

山梨　圭 石塚　裕司
(ＳＱ－ＣＵＢＥさいたま) (ルネサンス水戸)

湯浅　創
(慶應義塾大学)

村　剛誌 植野　翼
(ルネサンス千歳船橋) 神谷　泰正 (ＳＱ－ＣＵＢＥさいたま)

(パレット中川)

久保　隆浩 谷川　大祐
(メガロス大和) 鵜飼　隆之 (フォーラス)

(関東支部)

飯島　一樹 伊藤　明
(セントラル三郷) (ルネサンス天王町)

八木下　輝
浅野　雅 (セントラル新浦安) 日高　吉彦
(フォーラス) (セントラル錦糸町)

本多　和久 相島佑亮
(ルネサンス蕨) (セントラルポートスクエア)

中村　嘉紀
(ＳＱ－ＣＵＢＥ)

川澄　和弘
(ルネサンス水戸)

大瀧　智幸
(フォーラス)

藤井　一憲
(ＲＯＮＤＯ)

佐久間　たかし
(海ほたる) 成田　拓朗

(海ほたる)

渡辺　佑一
(メガロス草加) 永野　靖雄

(セントラル西東京)

宮澤 理
(青山学院大学)

机　龍之介
吉永　正章 (ＳＱ－ＣＵＢＥ　Ａｃａｄｅｍｙ)
(スカッシュマジック)

関東スカッシュ選手権   《選手権男子　予選》
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氏　　　　名 氏　　　　名

平林　亮 佐藤　和典
(ＯＥＣ) (メガロス立川)

予選　　16 予選　　14

予選　　9 予選　　11

播木　恭平 藤本　直紀
(ｉＢＥＸスポーツ) (ＳＱ－ＣＵＢＥさいたま)

相川　聖司 米川　俊介
(ティップネス宮崎台) (メガロス草加)

予選　　12 予選　　10

予選　　13 予選　　15

青谷　正毅 庭田　耕平
(メガロス横濱) (メガロス武蔵小金井)

関東スカッシュ選手権   《選手権男子　本戦》
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氏　　　　名 氏　　　　名

月岡　葉 黄原　ますみ
(セントラル八千代台) (ボースト)

椛田　薫津代
(セントラル西東京) 小西　良子
根本　礼子 (ＴＣＹ)

(Ｂｉｇ　Ｍｏｕｔｈ)

大須賀　万喜子 長谷川　優子
(ＪＩＮ) (東武せんげんだい)

仁見　孝子 福岡　靜
(コナミ恵比寿) (ＳＱＭアカデミー)

中常　奈緒美 大須賀　さよ
(セントラル南大泉) (ルネサンス蕨)

山崎　会莉 高岡　佳子
(学習院大学) (セントラル南大泉)

小澤　久美子 小倉　さゆり
(セントラル自由が丘) (セントラル宇都宮)

櫻井　由美 加地　葵
(コナミ恵比寿) (ＳＱ－ＣＵＢＥ)

浅野　千恵子 坂井　日向子
(フォーラス) (ティップネス宮崎台)

吉田　恭子 吉沢　かおり
(海ほたる) (学習院大学)

瀧石　忍 川村　智美
(パレット中川) (ルネサンス相模大野)

田中　尚子 矢納　佳名子
(セントラル自由が丘) (ＳＱ－ＣＵＢＥ)

増田　由紀 藤縄　あゆ美
(セントラル青砥) (セントラル市川)

畑迫　一枝 遠藤　由樹
(ｉＢＥＸスポーツ) (ｊ＠ｃ)

猪瀬　美穂
堀田　真理 (順天堂大学)

(ビッグツリー) 白石　彩華
(ＳＱ－ＣＵＢＥさいたま)

浜崎　由紀 干場　美佳子
(ＳＱ－ＣＵＢＥ) (Ｔ．ＵＮＩＴＥＤ)
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関東スカッシュ選手権      《選手権女子》
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氏名

所属

井上　恵子

(ルネサンス港南台)

上田　彩香

(ＳＱ－ＣＵＢＥさいたま)

秋山　宏美

(メガロス立川)

全て 9/11（日）

オープンフレンドシップスカッシュ大会   《フレンド女子》

井上　恵子
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(メガロス立川)




