
平成２５年１月吉日
スカッシュご担当者・参加選手各位

日本スカッシュ協会　九州支部

第１３回南九州オープンスカッシュ選手権ドローのご案内

拝啓、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、このたび平成２５年２月２日（土）～２月３日（日）開催いたします『第１３回南九州オープン
スカッシュ選手権大会』のドロー及び大会注意事項が出来上がりましたので、送付いたします。
つきましては、お手数ですが貴クラブにてご掲示・ご伝達のほど宜しくお願いいたします。

敬具

〈　大会注意事項　〉

○競技上の注意
・本大会のルールはＪＳＡのルールに基づきます。
・選手権男女とも初日はＰＡＲ１１ベスト・オブ・３ゲームズマッチ、準々決勝からベスト・オブ・５ゲームマッチ
　となります。フレンド及びマスターズは全てベスト・オブ・３ゲームズマッチとなります。
・全てのカテゴリーで３位決定戦は行いません。
・今大会は原則として勝者審判・敗者マーカー制を採用いたしますので、ご自身で出来ない場合は
　責任を持って代理人を立てて下さい。但し、準決勝は敗者審判・マーカー（大会本部）、準決勝
　からは大会本部にてたいおういたします。有資格者の方はご協力お願いいたします。
・２０才未満の方は、危険防止の為アイガードを着用をお願いします。
・大会期間中における事故・ケガ等につきましては、主催者・施設側は一切責任を負いません。自己の
　責任において処理して下さい。

○会場利用上の注意
・試合当日はスポーツクラブの営業日です。メンバーの方に迷惑をかけないようマナーを守りましょう。
・各自の荷物は指定された荷物置き場に置いて下さい。
・ロッカールームは、フリーロッカーになります。シャワーまたは着替え後は荷物を指定荷物置き場に
　移動しましょう。
・大会出場者は、原則としてスカッシュコート、２Fラウンジ、ロッカールームのみの利用となります。
　３Fトレーニングジムをご利用希望の方は1,050円にてご利用いただけます。詳しくは大会本部まで
　お申し出下さい。
・レンタルタオルは、310円にて貸し出します。２Fフロントまでお越し下さい。
・会場の駐車場は、一律500円となります。駐車券に押印が必要となりますので、駐車券を大会本部
　までお越し下さい。
・会場内での飲食場所は２Fラウンジのみとなります。厳守ください。

○その他
・今大会は大会パンフレットを作成いたしません。ご了承ください。
・今大会は平成２４年１２月１０日付のランキングを使用しています。
・大会に参加できなくなった場合は、必ず前もってご連絡ください。

＜連絡先＞　日本スカッシュ協会　九州支部　０９０-２３９２-１０４５　（道下）まで

〈　懇親会のお知らせ　〉

２月２日（土）２０：００より恒例の懇親会を行ないます。皆さん是非ご参加下さい。

会場・・・花ふく 会費・・・４，２００円

申込み・・・２日（土）１２時まで大会本部にて受付を行います。



伊藤　鉄平 青谷　正毅
（iBEXスポーツ） （メガロス横濱）

小林　誠 浅井　俊哉
（Team CELSIOR） （コナミ西宮）

榎本　紀行 佐竹　航平
（東武スポーツ） （Be-Win）

（SQ-CUBE横浜）

金子　修己 渡邊　祥広
（キッツせんだい） （SQ-CUBE PRO）
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宮間　和好 井川　聡
（T.I.M.） （Natural Care）

盛田　悠介
(ルネサンス宮崎)

鈴木　將文 今平　晋崇
（Team CELSIOR） （Team CELSIOR）

小西　康志 安田　良太
(ルネサンス宮崎) （順天堂大学）

岡　優鷹 戸成　慧
（ルネサンス佐世保） （福岡大学）

伊崎　泰道 伊達　真博
（SQ-CUBE横浜） （Team CELSIOR）

横手　裕司 笠井　公一
(ルネサンス福岡大橋) （ひだまり）

Ｄ

11:2011:00

13:40 Ｈ

Ａ14:00

ＢＹＥ

ＢＹＥ

11:20

14:20

14:00

Ｅ

10:40

11:00

ＢＹＥ



吉田　匡輝 尾潟　祐亮
（WING） （勝山中学校）

桜田　哲郎 清　道裕
(ルネサンス宮崎) (ルネサンス宮崎)

宮　陽一 和田　猛
(ルネサンス福岡大橋) （ジスト和歌山）

永山　孝一郎 佐賀　禎一
(ルネサンス宮崎) （WING）

　高木　邦義
（Team CELSIOR）

黒崎　信貴 沖田　真一
（T.I.M.） （Team CELSIOR）

佐藤　英治 矢野　裕治
（ルネサンス大分） (ルネサンス宮崎)
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松井　千夏 北村　彩
（　J-ROCK　） （SQ-CUBE PRO）

矢納　佳名子 増田　由紀
（SQ-CUBE横浜） （セントラル青砥）

松原　理恵 上山　典子
（　SSB ） （　TA C　）

平尾　芳美 道下　和子
（T.UNITED） （iBEXスポーツ）
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佐々木　真弓 堀田　真理
（メガロス立川） （ビッグツリー）

山下　尚子
(ルネサンス宮崎)

西並　真理 松村　仁美
（　SSB ） （ルネサンス尼崎）

平野　直子 根本　礼子
(ルネサンス福岡大橋) （T.I.M.）

伊藤　真紀子 志多　みずほ
（ティップネス宮崎台） (ルネサンス宮崎)

山村　早織 宇藤　千鶴
(ルネサンス宮崎) （　SSB ）
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山中　裕子 仁見　孝子
（SQ-CUBE札幌） （ルネサンス天王町）

工藤　麻美
（T.I.M.）

久保田　香 水城　ミホ
(ルネサンス宮崎) （ルネサンス福岡香椎）

中川　靖子 松本　美和
(ルネサンス港南台) （ルネサンス天王町）

佐々木　典子
（ルネサンス佐世保）

川島　裕果 榎谷　香
（T.I.M.） （SQ-CUBE横浜）
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笠井　公一 高向　翔太
（ひだまり） （福岡大学）

岩切　新一
(ルネサンス宮崎)

鉄川　修 吉川　卓志
（マスカット） （ルネサンス佐世保）

会田　洋平 別府　裕之
（Team CELSIOR） （Big Mouth）

井ノ久保　康一 幸若　裕也
（ルネサンス千歳船橋） （福岡大学）

八代　真弥 谷貝　勇樹
(ルネサンス宮崎) (ルネサンス宮崎)

田中　佑樹
(ルネサンス宮崎)

尾潟　祥汰 河内　昭夫
（勝山小学校） （セントラル市川）

ＢＹＥ

ＢＹＥ

16:20

12:50

15:40

12:30

12:50

15:3015:30

15:40

2日（土）2日（土）

＜　フレンド男子　＞

16:45

3日（日）

16:00

16:0015:20

12:30



金子　修己 吉田　匡輝
（キッツせんだい） （WING）

長友　洋紀 鉄川　修
(ルネサンス宮崎) （マスカット）

平田　典 沖田　真一
(ルネサンス宮崎) （Team CELSIOR）

黒崎　信貴 和田　猛
（T.I.M.） （ジスト和歌山）

宮間　和好 河内　昭夫
（T.I.M.） （セントラル市川）

雉子谷　佳男 桜田　哲郎
(ルネサンス宮崎) (ルネサンス宮崎)

喜渡　正 別府　裕之
（ルネサンス大分） （Big Mouth）

佐賀　禎一 永山　孝一郎
（WING） (ルネサンス宮崎)
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佐々木　典子 和田　圭子
（ルネサンス佐世保） （ジスト和歌山」）

井上　亜希
(ルネサンス宮崎)

酒井　勝子
(ルネサンス宮崎)

喜渡　和子 林　ひとみ
(ルネサンス大分) (ルネサンス宮崎)

中川　靖子 久保田　香
(ルネサンス港南台) (ルネサンス宮崎)

山下　尚子
(ルネサンス宮崎)

志多　みずほ
(ルネサンス宮崎)

和田　圭子 山中　裕子
（ジスト和歌山」） （SQ-CUBE札幌）
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