
シングルス戦初戦敗者はプロ選手とワンポイントレッスン

初心者クラス設定と、何でも相談できる大会ヘルプデスクを設置いたします。
「ご相談のメールはsquash@japan.email.ne.jpにてお願いいたします。」
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［大会コンセプト］本気で戦う。初心者にやさしい。［今大会テーマ］仲間と戦う。地方にやさしい。
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シングルス戦もスカッシュ愛好者が
参加しやすい料金設定にしております。協会未登録者6,000円（単発会員登録費含）
シングルエントリー

シングルス戦

5,000円
団体会員

5,500円
準団体・クラブチーム会員

6,000円
その他 単発会員希望者（会費含）

6,000円

4

審判・マーカーは大会運営側におまかせください。試合と応援だけに集中できます。
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トリオマッチ（チーム戦）
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いつもの仲間、3人1組（男女問わず）で本気で戦って、応援してください。
参加費：一人当たり 遠方の方が参加しやすい、料金設定にしております。

関　東 中部・近畿・東北・北信越 北海道・中四国・九州

3,000円 2,000円 1,000円
地域の
組合せは
自由！

地域の
組合せは
自由！

2試合
保証

前年度カテゴリーチャンピオンを無料ご招待
前年チャンピオンの参戦をお願いしております。 チャンピオンにリベンジ、本気で戦ってください。
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65歳：佐治 正
60歳：山本 喜代登 新垣 眞知子

55歳：長久保 勝彦
50歳：岸田 康史 中元 可津美

45歳：浅野 裕子
40歳：大根田 芳浩 道下 和子

30歳：土屋 雄二 道下 和子

大会申込み先はスポーツエントリー。
電話・webのどちらかで
お申込みください。

参加プロ選手予定 西尾 竹英・松井 千夏・道下 和子・お楽しみ？

スポーツエントリー
電話 ： 0570-550-846（営業時間：平日10時～17時30分 土日祝祭日休業）
web ： http://www.sportsentry.ne.jp（PC：24時間受付）
※web申込みでわからない場合は、上記の電話番号にお問い合せください。

7月28日10時より
募集開始

「I Love Masters Project」 
「お祭り気分で盛り上がろう！！」「3つのプランで楽しもう！！」

Vol.2

p r o j e c t

JSMC主催

今回は、20回の節目の大会です。
カーニバルという名前によりふさわ
しい大会とすべく、今回は会場で
フェイスペイントが体験できます。
試合も応援も懇親会も本気で楽し

く盛り上がりましょう！（先着30名）

多くのご希望の声に応え、今回幻の組
み合わせをご用意しました。誰もが一度
は見てみたいマッチプレイ、女王松井千
夏vsイケメンチャンプ西尾竹英。公認
大会では見れない西尾チャンプ、男女
の対決、色々な意味でレアな試合です！

初日は個人戦前半、二日目はトリオマッ
チと、誰もが二日とも楽しめるスケ
ジュールとしました。個人戦で準決勝に
残った方はもちろんダブル優勝を目指し
てがんばってください。今年トリオ参戦し
ていない方はぜひ来年エントリーを！

2 3

※詳しくは募集要項をお読みください。
6つのプランの完全実施を目指しておりますが、予期せぬトラブ
ル等で変更及び中止になる場合があります。その判断は大会実
行委員長に委ねさせて頂きます。

宿泊施設のお知らせ
宿泊：プラザイン新横浜
電話：045-533-4898

（直接お問い合せください。）

懇親会のお知らせ
日時：10月11日（土）19：00より
会場：福福亭
会費：4,500円

1 フェイスペイント体験 2 エキシビジョンマッチ観戦。 3 トリオマッチは2日目に集約。
参加費無料！
（※大会参加者のみ）

前年度カテゴリーチャンピオン

第20回スカッシュ

熱い戦いは変わらない。 オモシロイはやめられない。

主催：（公社）日本スカッシュ協会 各クラブの
担当者様
掲載のご協力を
お願いします。

募集
要項



主催 公益社団法人　日本スカッシュ協会 日時 2014年10月11日（土）～12日（日）
会場

募集定員

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE（横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅から徒歩1分）

※初心者グレード･･･今まで対外試合に出たことが無い方、今まで未勝利の方の入門グレード。大会委員がサポートさせていただきます。 

※その他の方は、今大会のみ有効の単発会員（登録費2,500円）に登録の上、参加となります。登録費用は参加費に含みます。
※単発会員の方の所属名は在住住所の地区支部名となります（申込書には所属クラブ名を併記してください)。

※JSA未登録者は必ず事前にスポーツエントリーで協会登録を済ませてからエントリーをお願い致します。
　但し、単発会員を希望される方は、参加費に含まれますので、今回に限りスポーツエントリーへの登録は必要ありません。
※申込後のキャンセルはできますが、参加費の返金は致しかねますのでご了承ください。ただし、申込期間中に関しては、振込手数料を差引いて後日
主催者から返金いたします。申込期間（期日前に申込を締め切った場合には締切日）終了後は返金できません。

トリオマッチにエントリーされる方は、チーム代表者が3名分まとめてお申し込み下さい。
（お住まいの地域料金を選択して下さい。※地域の組合せは自由です。）

参加資格

●シングルス戦･･･150名　●トリオマッチ･･･30組（先着順とさせていただきます）
※定員オーバーとなった場合でも、昨年優勝者（当該カテゴリー）のエントリーを優先いたします。

DUNLOP PRO（協会公認球）

申込受付

問い合わせ
〒１０１－００２１　東京都千代田区外神田２－１－１０　ニュー松本ビル２F 　　
公益社団法人日本スカッシュ協会　マスターズカーニバル大会事務局（tel ０３－５２５６－００２４）問い合わせ先

エントリー方法などに関する問い合わせは、上記スポーツエントリーにお願いします。その他は下記へお願いします。

試合ルール
＆

注意事項

使用球

エントリー方法

参加費

●シングルス戦…各個人にてお申し込み下さい。　●トリオマッチ…代表者のみエントリー手続きをお願いいたします。
※トリオマッチのみのエントリーは出来ません。シングルス戦をエントリーされている方のみの参加となります。
※リーグ戦メンバー発表後のトリオマッチのメンバー変更に関しては、対戦相手にハンデを与えます。
★変更後、新たに加えるメンバーは、シングルス戦のエントリー者に限ります。変更メンバーを見つけられない場合には、大会スタッフが代わりに出場する場合があります。

種　目
＆
開催日

シングルエントリー
シングルス戦

トリオマッチ

準団体・クラブチーム会員
5,000円

1番手
2番手
3番手

1試合目
Aさん
Bさん
Cさん

2試合目
Aさん
Cさん
Bさん

3試合目
Bさん
Aさん
Cさん

4試合目
Bさん
Cさん
Aさん

5試合目
Cさん
Aさん
Bさん

6試合目
Cさん
Bさん
Aさん

例

5,500円
関東3,000円、中部・近畿・東北・北信越2,000円、北海道・中四国・九州1,000円

6,000円 6,000円
団体会員 その他 単発会員希望者（会費含）

OVER 30
OVER 40
OVER 45
OVER 50

OVER 60
OVER 55

OVER 65
トリオマッチ

（8）

男子初心者

（9）

（1）
男子

（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）

（10）
女子

（11）
（12）
（13） 
（14） 
（15） 
（16） 

（17）

女子初心者

（18）

（19）　12日(日)

2014年10月11日時点で参加種目の満年齢に達しているスカッシュ愛好者
平成26年度（公社）日本スカッシュ協会のプロ選手会員、個人選手会員、一般会員のいずれかに申込時までに登録済である者。
その他の方は今大会のみ有効の単発会員に申込んだ者（単発会員費を含む専用特別エントリーフィーを用意しています。）
★★★トリオマッチのエントリールールとエントリーフィー★★★
●トリオマッチのみのエントリーは出来ません。必ずシングルス戦のエントリーが前提となります。年齢は出場者全員30歳以上とします。
●男性のみ、女性のみ、男女混合などチーム編成は自由です。　●過去5年以内全日本選手権出場者はチーム内1名以内とします。
※トリオマッチのみのエントリーは、主催者で認めた一部の方のみとさせていただきます。
　例）平成26年6月10日付ジャパンランキングトップ10、それに準じた実力、今回のマスターズカーニバルにご協力をお願いした方等
※判断できない場合は主催者側にご相談ください。

（1）～（18）シングルス戦のポイントルール等について
ラリーポイント11点3ゲームスマッチ（タイブレーク有り）　準決勝・決勝は5ゲームスマッチとします。
今大会は初戦敗退者を対象としたプレート戦を行わず、初戦敗退者を対象としたプロに挑戦1ゲームマッチを行います。
（プロのワンポイントアドバイス付き）
初戦の対戦相手が棄権し、2回戦で敗退した場合、または初戦が2回戦からで初戦で敗退した場合、プロに挑戦1ゲームマッチの対象とはなりません。
（19）トリオマッチのポイントルール・予選→本戦について
ラリーポイント27点1ゲームマッチ1人目の対戦のポイントが9点となった段階で選手交代・2人目の対戦ポイントが18点となった段階
で選手交代・3人目の対戦ポイントが27点となった段階でマッチオーバー　※タイブレーク無し
予選は3チームリーグ戦として最低2試合を保証します。ただし、対戦相手が棄権の場合は2試合の保証の対象となりません。
10リーグある各優勝チームは本戦トーナメントに進めます。　予選リーグ第２位チームによる敗者復活ゲームあり
トリオマッチの番手について
トリオマッチは、本戦トーナメントを決勝まで勝ち上がると最大6試合行うことになります。
決勝までの6試合を、同じ順番で番手を組むことは不可とします。

申込期間： 2014年7月28日～8月3日（定員になり次第締め切らせて頂きます。）　※申込は先着順となっております。
申 込 先： スポーツエントリー
 申込はPC、携帯（i-mode等）、電話が選べます。支払いはコンビニ、Pay-easy、クレジットカードが選べます。
 ・TEL 0570-550-846（営業時間：平日10時～17時30分 土日祝祭日休業）・http://www.sportsentry.ne.jp（PC、携帯共通24時間受付）
  申込画面で必要事項を入力し、送信後、期日までに参加費をお支払い下さい。
 ※お支払いが完了して申込受付完了となります。お支払いがないと申込み不成立となります。

大会期間中の事故・ケガ等につきましては、
主催者・施設側は一切の責任を負いません。
自己の責任において処理してください。
ケガ防止のためアイガードの着用を推奨します。

※予選・本戦を含めてすべての試合を違う番手を組んでいただきます。
※シングルス戦、トリオマッチ共に、エントリーの状況によって、ルールの変更を行う場合があります。

7月28日 10時より募集開始

※人数が集まらなった場合には、（2）と（3）、（4）と（5）、
（6）と（7）、（11）と（12）、（13）と（14）、（15）と（16）は
同一カテゴリーにする場合があります。
※シングルエントリーは、実年齢または実年齢以下の
個人種目です。
※ダブルエントリーは、『実年齢、または実年齢以下の
個人戦種目』+『トリオマッチ』の2種目で可能です。
シングルス戦のみのダブルエントリーは出来ません。

※一人当たりの
エントリーフィーです。

第20回スカッシュ

募集要項（ＪＳＡ主催大会）

日本スカッシュ協会公益社団法人
〒101-0021　東京都千代田区外神田2-1-10　ニュー松本ビル2Ｆ
2F 2 NEW MATSUMOTO BLD. 2-1-10 SOTOKANDA, 
CHIYODA-KU TOKYO 101-0021, JAPAN
TELEPHONE: 03（5256）0024　FACEIMILE: 03（5256）0025
http://www.squash-japan.com

主催




