
スカッシュ担当者各位
平成25年7月吉日

日本スカッシュ協会　関西支部

拝 啓
皆様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、第59回サマーフェスティバルに、多数のお申込みをいただき誠にありがとうございます。
要項でご案内いたしましたが、今大会は、試合会場が新人「ジストスポーツクラブ和歌山　7/27-28」と
選手権「エルスポーツ京都　8/3-4」での開催となりましたので、ドローをご確認の上、くれぐれも会場をお間違えのないよう
にご注意ください。
つきましては、新人の大会ドロー及び大会注意事項をお送りいたします。貴団体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。
※後日、選手権部門のドローを送付いたします。

今後とも日本スカッシュ協会関西支部の活動に、ご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。
敬 具

＜大会注意事項＞

○会場利用上の注意
ジストスポーツクラブ和歌山

・メンバー専用スペースには立ち入らないようにお願いします。
・タオル貸し出しは行っておりませんので必ずご持参ください。
・荷物は更衣及びシャワーご利用時以外は指定の荷物置き場にお願いします。
　特にロッカー内では大きな荷物を広げたり他のお客様の迷惑にならないようお願い申し上げます。
　※靴を放置する、ﾛｯｶｰ内に入りきらない荷物をﾛｯｶｰに持ち込む等は厳禁です。
・貴重品は必ず各自で保管してください
・靴は会場入口に放置せず、各自で保管ください。
・会場内では食事をするスペースが制限されています。指定場所以外での食事は控えてください。
　※ロッカー内は飲食厳禁です。
・大会会場駐車場は無料です
・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にマナーを守って行動してください。
・一般のお客様にご迷惑をおかけすると、今後の大会開催にも影響いたします。スポーツマンとして
　恥ずかしくない行動をお願い申し上げます。
・中学生以下の方の更衣はスクールロッカーでの更衣となります。
・クラブ内では上履き、外では外履きをご利用ください。（スカッシュシューズで外へ出ないように）

エルスポーツ京都
・メンバー専用スペースには立ち入らないようにお願いします。
・タオル貸し出しは行っておりませんので必ずご持参ください。
・更衣及びシャワー利用者にはロッカーキーを貸し出しします。
　ご利用後は速やかに返却してください。
　特にロッカー内では大きな荷物を広げたり他のお客様の迷惑にならないようお願い申し上げます。
　※靴を放置する、ﾛｯｶｰ内で飲食する、ﾛｯｶｰ内に入りきらない荷物をﾛｯｶｰに持ち込む等は厳禁です。
・貴重品は必ず各自で保管してください
・靴は会場入口に放置せず、各自で保管ください。
・会場内での食事は全て厳禁です。（館内で販売されている物は除く）。
・大会会場には大会選手用の駐車スペースはありません。（駐車場は会員専用です）
・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にマナーを守って行動してください。
・一般のお客様にご迷惑をおかけすると、今後の大会開催にも影響いたします。スポーツマンとして
　恥ずかしくない行動をお願い申し上げます。
・18歳未満の方の更衣はプールサイドのロッカーとなります（シャワーは水着着用）

○競技上の注意
・すべて11点ラリーポイント３ゲームズマッチ（タイブレーカー方式）。
ﾉｯｸｱｯﾌﾟ90秒でサイドチェンジ願います。
・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、ご自身でできない場合は責任を持って代理人をたててください。
（新人戦も同様です。）
　但し、準々決勝と準決勝は敗者＝審判、マーカー＝大会本部、決勝は全て大会本部にて対応いたします。
・試合の進行上、試合時間が早まる場合がありますので、試合時間３０分前には試合会場にて待機してください。
・選手権男女の本戦（ベスト１６）からは対戦相手を抽選で決めます。
・ウエアはＪＳＡルールに準拠します

問い合わせ先
日本スカッシュ協会関西支部      ホームページ：http://squash-k.org/
E-mail: info@squash-k.org
Tel: 090-6668-6129
棄権する場合の連絡はお早めにお願いいたします。また、大会当日も会場ではなく上記に連絡をお願いします。

エルスポーツ京都(8/3-4)

※参加選手は駐車場利用不可（会員を除く）
和歌山市中野30 パームシティ和歌山3Ｆ 京都市左京区一乗寺高槻町１６
TEL: 073-454-2080 TEL：075-723-2211
http://www.big-s.info/xyst-wakayama/ http://www.ls-kyoto.com/access.html
【鉄道】南海電車　東松江　徒歩15分 【電車】叡山電鉄　一乗寺駅下車　徒歩５分
【タクシー】南海電車　和歌山市駅から約10分 【バス】JR京都駅から約40分高野下車徒歩１０分

サマーフェスティバルドロー（新人）送付および、連絡事項

ジストスポーツクラブ和歌山(7/27-28)

※参加選手は駐車場利用可能

http://www.big-s.info/xyst-wakayama/
http://www.cmax-hikone.com/f_access.htm


※　新人女子に関してはアイガード着用を義
　関西支部ではアイガードの貸出は行なっており
ませんので、各自ご用意して頂きます様お願いし

ます。
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※　新人男子に関してはアイガード着用を義
　関西支部ではアイガードの貸出は行なっており
ませんので、各自ご用意して頂きます様お願いし

ます。
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男子　新人　プレート戦_ドロー

※プレート戦に関しては試合進行の都合上開始時間が
前後する可能性があります。当日は最新の情報をご確認下さい。
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女子　新人　プレート戦　ドロー

2

※プレート戦に関しては試合進行の都合上開始時間が
前後する可能性があります。当日は最新の情報をご確認下さ

い。
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