
 
スカッシュ担当者様 各位 

平成 25 年 4 月 吉日 
日本スカッシュ協会埼玉・栃木・群馬・茨城県支部 

【第 21 回 埼玉・栃木・群馬・茨城県スカッシュ選手権大会】 

ドロー送付のご案内 
拝啓  いつもお世話になっております。  
4/20(土)～21（日）開催の「第 21 回埼玉・栃木・群馬・茨城県スカッシュ選手権大会ドロー」 
を送付致します。参加者の皆様へのご案内をお願い致します。 

（※ドロー作成は 2/10 付けのランキングを使用しております）。 
配信後のﾄﾞﾛｰ変更につきましては、 協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでのご確認の程 宜しくお願い致します。 

敬具 

< 大会注意事項 >  
1. 本大会はＪＳＡのルールを採用いたします。 

試合方法につきましては、ラリーポイントルールタイブレイク方式（11 ポイント）。 
選手権は 5 ゲームマッチ（ノックアップ 左右合計 5 分） 
それ以外は 3 ゲームズマッチ（ノックアップ 左右合計 3 分）といたします。 
 ※人数の関係で ﾏｽﾀｰｽﾞ女子と新人女子はリーグ戦となります。 

※表彰につきましては 選手権は三位まで、ﾏｽﾀｰｽﾞ男子・ﾌﾚﾝﾄﾞ男子は準優勝まで、 
ﾌﾚﾝﾄﾞ女子・ﾏｽﾀｰｽﾞ女子・新人女子は優勝のみといたします。  

2. 試合開始予定時刻 5 分を経過してコートに入らない場合は棄権とみなします。 
進行上、時間を繰り上げて(あるいは繰り下げて)試合を行う場合がありますので、 
会場の進行ﾎﾞｰﾄﾞでの確認にご協力下さい。 

3. 原則として勝者レフリー・敗者マーカーとしますので、できない場合は、責任をもって代理を

立ててください。 
4. 服装は、男子；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に短パン。 

女子は上下コーディネートされたものでお願いいたします。 
5.→試合を棄権される方、災害による交通機関などの影響で試合に遅れるような場合は、 

早めに大会本部へのご連絡をお願いいたします。 
6. 本大会開催中の怪我・紛失・事故等については、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して頂けるようにお願いいたします。 
< 会場利用上の注意 > 

１．当日はクラブの駐車場は使用できませんのでご注意ください。 
２． 指定の場所以外での飲食は「禁止」です。（徒歩圏内には ファミレス・スーパー・パン屋が

ございます） 
３．ロッカーをご利用の際はツアーバッグ・ボストンバッグ等の大きな荷物の持ち込みは『禁止』

させていただきます。各自、着替え等の持ち運びに用袋等をご持参ください。 
４． その他、当日の大会スタッフ及びクラブスタッフの指示に従って、クラブ内をご利用頂き

ます様お願いいたします。 
※ 大会会場：ルネサンス蕨 / 住所；埼玉県蕨市中央 1-19-11 TEL;048-431-0110 

※ 大会当日連絡先： 090-8854-1791 （清水） 
 



20日(土） 21日（日） 20日(土）

田山 健司 太田　佳嗣
(SQ-CUBE PRO) (Point)

福井貴紀 矢口 博之
(Point) (ｾﾝﾄﾗﾙ宇都宮)
瀬間 竜太郎 井上 賢次
(東京経済大学) (ｾﾝﾄﾗﾙ宇都宮)
松浦　隆夫 鈴木 博志
(Big Mouth) (ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ)
高橋 麗 杉原 秀幸
(SQ-CUBEさいたま) (ｾﾝﾄﾗﾙ佐野)
応本 哲也 原田 雅史
(Team KAWAGOE) (ﾄﾞｩ高崎)
水澤 亮介 米川 俊介
(SQ-CUBEさいたま) 16:20 (ﾒｶﾞﾛｽ草加)
本多 和久 山梨 圭
(ｾﾝﾄﾗﾙ西台) (SQ-CUBEさいたま)
塙　常男 小平 文和
(関東支部) (海ほたる)
川崎 孝俊 飯島 一樹
(ﾙﾈｻﾝｽ水戸) (ｾﾝﾄﾗﾙ三郷)
松澤 康平 鷲津 彰
(Team KAWAGOE) (Team KAWAGOE)
植野 翼 福森 智哉
(SQ-CUBEさいたま) (ｾﾝﾄﾗﾙ三郷)
二飯田 典久 茂木 正統
(ｾﾝﾄﾗﾙ宇都宮) (Big Mouth)
木村 光夫 新井 智大
(SQ-CUBEさいたま) (ｲｶﾄﾝSQ)
青木 大之
(作新学院)

20日(土） 21日（日） 20日(土）

長谷川 優子 白石 彩華
(東武ｽﾎﾟｰﾂ) (栄東高等学校)

佐伯 江里 荒井 祥乃
(ﾙﾝｻﾝｽ蕨) (ｾﾝﾄﾗﾙ宇都宮)
星野　恭子 松井 芳江

(ｾﾝﾄﾗﾙ宇都宮) (ｾﾝﾄﾗﾙ佐野)
川崎 めぐみ 阿世知 由加

(ｾﾝﾄﾗﾙ日立) (SQ-CUBEさいたま)
髙橋 美帆 15:50 赤羽根 恵美

(女子栄養大学) (ｾﾝﾄﾗﾙ宇都宮)
吉田 恭子 阿久津 友美
(海ほたる) (ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ)

今野 知加子 吉新 友理
(ﾙﾈｻﾝｽ蕨) (学習院大学)
米川 美佳 木村 幸恵

(ﾒｶﾞﾛｽ草加) (ｾﾝﾄﾗﾙ宇都宮)
堀田 真理 大谷 えい子
(ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ) (SQ-CUBEさいたま)
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前田 隆徳 21日（日） 合津 修
(Big Mouth) (関東支部)
阿部 慎之介 15:40
(ﾄﾞｩ高崎)
黒岩 英人 深沢 逸紀
(関東支部) プレート戦 (ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ)

上田 知美 21日（日） 吉新 友理
(ﾄﾞｩ高崎) (学習院大学)

16:00

白石 優友 黒澤　広子
(埼玉栄中学校) (ﾄﾞｩ高崎)

プレート戦

杉原 秀幸 21日（日） 玉石 清司
(ｾﾝﾄﾗﾙ佐野) (JIN)
清水 晃 合津 修
(関東支部) 16:20 (SQ-CUBEさいたま)
佐治 正 山沢 誠一
(ｾﾝﾄﾗﾙ宇都宮) (東武ｽﾎﾟ-ﾂ)
工藤 節雄 木村 光夫
(東武ｽﾎﾟ-ﾂ) (SQ-CUBEさいたま)

プレート戦 プレート戦

21日（日）

21日（日）

11:10
(ﾄﾞｩ高崎)

赤津 麻衣
(ｾﾝﾄﾗﾙ日立)

赤津 麻衣

(ｾﾝﾄﾗﾙ日立)

恩田 統美

(SQ-CUBEさいたま)

吉田 直子

(関東支部)

14:40
恩田 統美
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