
参加選手所属団体　御中
神奈川県支部

　拝啓、参加者の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
つきましては、大会ドローが出来あがりましたので、参加者の皆様へのご案内をお願い致します。

敬具

○ 本大会のルールはJSAのルールに則って行ないます。
　　選手権は、PAR 11ベストオブ5ゲームズ、選手権3位決定戦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。
　　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。
　　プレート戦は進行状況によって、ラリーポイント15点の1 ゲームマッチで行います。

○ 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ボード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。

○ 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。
　　連絡先は、神奈川県支部（高橋）：090-1842-9718
　　または、SQ-CUBE 横浜：045-306-8700 です。

○ 大会会場の駐車場は利用できません。
○ 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。
○ 館内での飲食は、所定の場所をご用意いたしますのでご協力願います。
○ 館内は土足厳禁になっておりますので、観戦者の方も室内履きをご用意ください。
○ 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
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ドロー発送のご案内

大会競技上の注意事項

会場利用上の注意



３位決定戦（3ゲーム）

平林 亮 高味 翔三

17:40
(OEC) (OEC)

(パレット中川) (SQ-CUBE横浜)
10:05 10:30

13:25 15:05

松本 航太 赤間 佑紀
(ティップネス宮崎台) (SQ-CUBE横浜)

10:00 10:25

鵜飼 隆之

鬼頭 宗久 今野 有作
(SQ-CUBE横浜) (セントラル東戸塚)

金子 義人 森 瑞樹

(OEC) (スカッシュマジック)

西 浩史 小助川 展昌
(ティップネス宮崎台)

13:00 14:40

(ルネサンス相模大野)

17:35 18:25

(Be-Win)

18:00
石原慎平

(iBEXスポーツ)

12:35

山元 正裕

14:15

(SQ-CUBE横浜)
庄山 大輔

17:10

山本 喜代登
(関東支部)

13:00 14:40

(エポック中原)

坂本 聖二 吉永 正章

18:00

(セントラル東戸塚) 須賀 豊
9:40 (SQ-CUBE横浜)

阿部 亮祐
(慶応義塾大学)

(メガロス横濱)
吉留 慎吾

17:10
18:00

片平 丹 久保 隆浩
(iBEXスポーツ) (メガロス大和)

高橋 徹
菊池 収 (ルネサンス天王町)

(エポック中原)

関谷 崇 小林 重貴
(SQ-CUBE横浜)

10:00 10:25

(セントラル東戸塚)

古積 廉人 石塚 浩士

(慶応義塾大学) (TECNIFBRE)

13:20 13:20

相川 聖司 平田 羊一
(セントラル東戸塚)

12:10 13:50

(慶応義塾大学)

12:35

10:30

14:15

山中 修
青谷 正毅 (SQ-CUBE横浜)

選手権男子

4/13（土） 4/14（日） 4/13（土）

リチャード ジョンズ 一谷 賢治
(SQ-CUBE横浜)

11:45 13:25

(イカトンSQ)

神谷 泰正

16:45 17:35

山口 博史
(パレット中川) (Sunset Breeze)

(大森第二中学校)
12:10 13:50

(OEC)

湯浅 創 森 亨行

9:40 10:05



内山 秀子 松井 知寿子
３位決定戦（3ゲーム）

(ティップネス宮崎台) (セントラル溝ノ口)

17:40

(エポック中原) (iBEXスポーツ)
11:20 11:45

15:55 16:45

越智 明子 菊地 寛子
(セントラル溝ノ口) (メガロス八王子)

10:50 11:15

(ルネサンス海老名)

西森 美智子 畑迫 一枝

(パレット中川) (東京家政学院大学)

加藤 千尋
18:30

(SQMアカデミー)

15:30

川村 智美

16:20

(ルネサンス相模大野)
舩木 美沙穂

中川 靖子
10:55 (ルネサンス港南台)

松本 美和

13:45

(SQ-CUBE横浜)

水野 舞子 永瀬 恵美子
(セントラル用賀)

15:30 16:20

(パレット中川)

瀧石 忍 百瀬 理佳

(ルネサンス天王町)

(ティップネス宮崎台)

15:05 15:55

(パレット中川)

宮﨑 香

10:50 11:15

石澤 美香
(セントラル溝ノ口) (SQ-CUBE横浜)

10:55 11:20

久保倉 百合子 大野 さゆり
(パレット中川)

13:45

選手権女子

4/13（土） 4/14（日） 4/13（土）

山田 東葉美 神谷 典子



③の敗者

16:20

④の敗者

(東海大学) (セントラル東戸塚)

フレンド男子　プレート戦　4/14（日）

①の敗者

16:20

②の敗者

②

14:50 ④

佐伯 和彦 福田 博之
(ルネサンス天王町)

12:20

17:20 (SQ-CUBE横浜)

大谷 一真

フレンド男子　4/14（日）

井ノ久保 康一 生沼 邦啓

③

(ルネサンス千歳船橋)

14:50
12:20

(セントラル東戸塚)

①
今泉 武志



③の敗者

16:40

④の敗者

金子 義人 山本 喜代登
(パレット中川) (エポック中原)

マスターズ男子　プレート戦　4/14（日）

①の敗者

16:40

②の敗者

②

15:20 ④

神谷 泰正 若山 忠

マスターズ男子　4/14（日）

坂本 聖二 菊池 収

③

(OEC)

15:20
12:40

(エポック中原)

①

(パレット中川)
12:40

17:20 (OEC)



中嶋 康晴 （SQ-CUBE横濱） 15:40

松本 大騎 （ティップネス宮崎台）

石井 一行 （東京YMCA） 11:40 14:10

新人男子　4/14（日）

名前 所属 石井　一行 中嶋 康晴 松本 大騎 結果

秋山 宏美 （メガロス横濱）

16:00

舩木 美沙穂 （ルネサンス海老名） 12:00

飛彈野 理 （SQ-CUBE横浜） 17:00

13:00

菊池 夏恵 （エポック中原） 13:00 14:30 17:00

臼見 育恵 （セントラル東戸塚） 11:40 14:30 16:00

フレンド女子　4/14（日）

名前 所属 臼見 育恵 菊池 夏恵 飛彈野 理 舩木 美沙穂 秋山 宏美 結果

西森　美智子 （エポック中原） 15:40

大野　さゆり （SQ-CUBE横浜）

マスターズ女子　4/14（日）

名前 所属 田口　章子 西森　美智子 大野　さゆり 結果

田口　章子 （ルネサンス天王町） 12:00 14:10


