
第１5回 岡山オープン参加者の皆様へ

 この度は、第１5回岡山オープンにエントリー頂き、誠にありがとうございます。

大会スケジュール及び協賛ホテル・大会会場の案内をお知らせいたします。

　今大会は選手控え室を用意しませんのでコート後方の荷物置き場をご利用下さい。

　尚ドローにつきましては経費節減の為にJSAのサイトに掲載するのみとして参加者所属団体への

配信は差し控えたいと思います。ご理解の程宜しくお願いします。

JSAのサイト http://www.squash-japan.org/

　入賞者の方は勿論の事、参加者の方々には最後までの観戦及び表彰式への参加を宜しくお願いいたします。

＜＜ 協賛ホテル ＞＞

個人で直接ホテルへ予約して、その際には『スカッシュの試合で・・・』と申し出て下さい。

予約後のキャンセル等は個人の責任で行なって下さい。詳細はＨＰ又は電話でお問い合わせ下さい。

ベッセルホテル倉敷

場所 〒701-0114 岡山県倉敷市松島１１７７－７

ＴＥＬ (０８６)－４６１－０１０１ アクセス マスカット球場より北へ約1km

ＵＲＬ http://www.vessel-group.co.jp/kurashiki.htm

E-mail：si-kurashiki@vessel-group.co.jp

＜＜ 大会会場 ＞＞

場所 倉敷スポーツ公園内マスカット球場外野スタンド裏

アクセス JR中庄駅から徒歩８分 ＵＲＬ http://www.muscat.or.jp/

注意事項 大会会場付近には食事をする所がありませんので、食事に出掛ける際は、

タイムテーブルに十分注意してお出かけください。

また、会場付近に常設してありますゴミ箱は大会参加者用ではありませんので

各自ゴミは持ち帰って、個人の責任において処分して下さい。

＜＜ 大会注意事項 ＞＞

1. 大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ ２月１4日（土） １０：００～ 選手権男女予選・本戦

２月１5日（日） ９：００～ 選手権男女本戦、フレンド男女、デビュー男女

　　　　　　　　 試合終了後、表彰式

2. 試合形式 ラリーポイント 11点 タイブレーク方式

選手権は本戦から５ゲームズマッチ

その他は全て３ゲームズマッチとなります。

全種目において３位決定戦は行いません

3. 問い合わせ先芦谷 W/Oの連絡及び何かありましたら以下へご連絡下さい。TEL：080-4260-8124 MAIL：chu4koku_shibu@yahoo.co.jp
間違いを防ぐために問い合わせはできるだけE-mailにてお願い致します。



第１５回  岡山オープン    選手権男子 [本 戦]
１４日（土） １５日（日） １４日（土）

① 前川 拓也 寺井 達哉 ③

(コナミ西宮)
17:20 18:00

(セントラル広島)

Ｈ Ｆ

11:20 12:00

Ａ Ｃ

17:20 18:00

西川 将悟 浅井 俊哉

(広島修道大学)
14:40 14:40

(コナミ西宮)

菊澤 武
16:40

武本 清孝

(ジ・アンタンテ)
17:20 18:00

(Disport)

Ｄ Ｂ

11:20 12:00

Ｅ Ｇ

17:20 18:00

④ 丹羽 拓史 青谷 正毅 ②

(SSB) (SQ-CUBE横浜)

・本戦から５ゲームズマッチ

・201４年12月発表のランキング表で作成しています。

・ラッキールーザー抽選は全ての予選終了後に行います。



第１５回  岡山オープン    選手権男子 [予 選]
１４日（土） １４日（土）

安藤 実 メレット ポール

(コナミ西宮) (セントラル広島)

bye bye

(bye) (bye)

bye 13:20 bye 14:20

(bye) (bye)

崎 二郎 田川 智洋

(中国四国支部) 10:20 (コナミ西宮) 11:40

義藤 政治 2 戸成 慧 7

(マスカット) 15:20 Ａ (DogFight) 15:40 Ｂ

大村 友浩 田中 勇

(福岡大学) 10:20 (福岡大学) 11:40

萩原 直 加藤 幸広

(広島修道大学) 13:20 (Disport) 14:20

谷口 科六 奥原 大貴

(広島修道大学) 10:20 (修道中・高等学校) 11:40

吉原 隆志 蓮池 隆之

(マスカット) (福岡大学)

柴田 直希 古川 悟史

(福岡大学) (コナミ西宮)

bye bye

(bye) (bye)

bye 14:00 bye 13:40

(bye) (bye)

川本 隆浩 菅居 正光

(広島修道大学) 11:20 (立命館大学) 10:20

松下 奏和 6 中山 亮太 3

(ジスト和歌山) 15:40 Ｃ (広島修道大学) 15:20 Ｄ

森 匠平 橋本 悠

(広島修道大学) 11:20 (広島修道大学) 10:40

森川 宜範 小山 伸也

(福岡大学) 14:00 (日本体育大学) 13:40

大元 良平 田村 有康

(広島修道大学) 11:40 (修道中・高等学校) 10:40

佐野 友規 村上 瑛児

(コナミ西宮) (マスカット)



第１５回  岡山オープン    選手権男子 [予 選]
１４日（土） １４日（土）

土肥 大智 岡部 慎悟

(立命館大学) 10:40 (Disport) 11:00

bye bye

(bye) (bye)

亀井 基宏 13:40 笠井 公一 14:00

(マスカット) (中国四国支部)

中原 拓哉 小久井 浩喜

(Disport) 10:40 (福岡大学) 11:00

佐賀 禎一 4 井上 健太 5

(マスカット) 15:20 Ｅ (広島修道大学) 15:40 Ｆ

藤井 康彰 上村 清和

(コナミ西宮) 11:00 (ルネサンス尼崎) 11:20

川西 晃樹 和田 猛

(広島修道大学) 13:40 (ジスト和歌山) 14:00

金田 寛司 竹内 英尚

(福岡大学) 11:00 (福岡大学) 11:20

川上 香 常國 拓也

(マスカット) (広島修道大学)

尾潟 祥汰 浅沼 賢明

(勝山中学校) 12:00 (Disport) 10:00

bye bye

(bye) (bye)

中川 慶之 14:20 小松 新 13:20

(中国四国支部) (福岡大学)

Fahlstedt Joakim 酒井 祐弥

(ボースト) 12:00 (広島修道大学) 10:00

中山 健太 8 杉永 竜之助 1

(Disport) 15:40 Ｇ (福岡大学) 15:20 Ｈ

神原 悠希 安田 洋平

(広島修道大学) 12:00 (関西学院大学) 10:00

村川 宗平 丸山 昭文

(広島修道大学) 14:20 (ルネサンス広島) 13:20

芳賀 空 今利 隼也

(福岡大学) 12:20 (広島修道大学) 10:00

芦谷 誠治 平田 航司

(マスカット) (ルネサンス福岡大橋)



第１５回  岡山オープン    選手権女子 [本 戦]
１４日（土） １５日（日） １４日（土）

① 浅野 裕子 青谷 美奈子 ③

(コナミ西宮)
16:00 16:40

(SQ-CUBE横浜)

Ｈ Ｆ

10:00 10:40

Ａ Ｃ

16:00 16:40

上山 典子 金本 美由紀

(TAC)
14:00 14:00

(セントラル広島)

濱名 麻由美
16:00

Oldehaver Gesa

(コナミ西宮)
16:00 16:40

(SQ-CUBE札幌)

Ｄ Ｂ

10:00 10:40

Ｅ Ｇ

16:00 16:40

④ 松原 理恵 光宗 枝里子 ②

(SSB) (コナミ西宮)

・本戦から５ゲームズマッチ

・201４年12月発表のランキング表で作成しています。

・ラッキールーザー抽選は全ての予選終了後に行います。



第１５回  岡山オープン    選手権女子 [予 選]
１４日（土） １４日（土）

武本 恵美 中村 由紀
(セントラル広島) (セントラル広島)

bye bye
(bye) (bye)

bye 2 bye 7
(bye) 14:40 Ａ (bye) 15:00 Ｂ

井上 沙織 弘中 裕佳
(福岡大学) (九州支部)

bye bye
(bye) 12:20 (bye) 13:00

峡戸 亜沙美 藤田 真友子
(広島修道大学) (SHIN-SHIN)

東 美保 宇藤 千鶴
(SHIN-SHIN) (SSB)

bye bye
(bye) (bye)

bye 6 bye 3
(bye) 15:00 Ｃ (bye) 14:40 Ｄ

黒本 真奈 城戸 郁子
(Disport) (リバティ)

bye bye
(bye) 13:00 (bye) 12:20

秋山 ゆかり 野瀬 明美
(ルネサンス尼崎) (マスカット)

北川 知子 平井 彩香
(ジスト和歌山) 12:40 (福岡大学) 12:40

bye bye
(bye) (bye)

上川 結衣 4 早川 真由 5
(広島修道大学) 14:40 Ｅ (広島修道大学) 15:00 Ｆ

氏松 優希菜 堀井 美咲
(福岡大学) (福岡大学)

bye bye
(bye) 12:40 (bye) 12:40

中本 千晶 茅野 早希
(広島修道大学) (大阪大学)

大須賀 万喜子 芦谷 華瑛
(JIN) 13:00 (マスカット) 12:20

bye bye
(bye) (bye)

沖田 沙希 8 井上 郷香 1
(広島修道大学) 15:00 Ｇ (福岡大学) 14:40 Ｈ

田中 慶乃 勅使河原 歌苗
(福岡大学) (セントラル一社)

bye bye
(bye) 13:00 (bye) 12:20

郡司 栞那 呑谷 安己
(セントラル広島) (グンゼ川西)



第１５回  岡山オープン  フレンド男子
１４日（土） １５日（日） １４日（土）

① 上村 清和 萩原 直 ③

(ルネサンス尼崎) (広島修道大学)

bye bye
(bye) 9:40 10:20 (bye)

金田 寛司 小久井 浩喜
(福岡大学) (福岡大学)

岩谷 周 池田 真大
(広島修道大学) 13:20 13:40 (広島修道大学)

堀越 賢来 永田 祐基
(広島修道大学) (広島修道大学)

森内 正 松永 喜樹
(マスカット) 9:40 10:20 (福岡大学)

徳原 優輝 田村 有康
(セントラル広島) (修道中・高等学校)

⑧ 笠井 公一 和田 猛 ⑥

(中四国支部) 15:20 15:20 (ジスト和歌山)

⑤ 丸山 昭文 16:20 尾潟 俊雄 ⑦

(ルネサンス広島) (中四国支部)

竹内 英尚 橋口 栄志郎
(福岡大学) 10:00 10:40 (セントラル広島)

平下 直哉 芳賀 空
(広島修道大学) (福岡大学)

菅居 正光 奥原 大貴
(立命館大学) 13:20 13:40 (修道中・高等学校)

厚地 慶明 井上 恵輔
(福岡大学) (福岡大学)

水本 彩人 大塚 佑真
(広島修道大学) 10:00 10:40 (セントラル広島)

bye bye
(bye) (bye)

④ 井上 健太 松下 奏和 ②

(広島修道大学) (ジスト和歌山)

19:20 19:40

19:20 19:40

19:20 20:00

19:20 20:00

19:40 20:00

19:40 20:00



第１５回  岡山オープン  フレンド女子
１４日（土） １５日（日） １４日（土）

① 尾潟 美咲 和田 圭子 ③

(勝山小学校) (ジスト和歌山)

bye bye
(bye) 9:00 9:20 (bye)

佐々木 咲丘 佐賀 悦子
(広島修道大学) (マスカット)

阪田 千鶴 倉田 遙香
(グンゼ川西) 13:00 13:00 (広島修道大学)

浦田 亜里紗 小川 茜
(福岡大学) (広島修道大学)

渡 いぶき 仲村 美春
(広島修道大学) 9:00 9:20 (福岡大学)

木野 里佳子 bye
(福岡大学) (bye)

⑧ 村田 光里 北村 良子 ⑥

(広島修道大学) 15:20 15:20 (セントラル広島)

⑤ 城戸 郁子 16:00 妹尾 沙央梨 ⑦

(リバティ) (広島修道大学)

bye bye
(bye) 9:20 9:40 (bye)

友田 清楓 堀井 美咲
(福岡大学) (福岡大学)

岸本 芽依 北村 瑞英
(セントラル広島) 13:00 13:20 (広島修道大学)

大浦 由紀 小林 遥
(福岡大学) (広島修道大学)

戸田 光美 佐々木 悠
(ルネサンス広島) 9:20 9:40 (関西学院大学)

bye bye
(bye) (bye)

④ 木村 真知子 上川 結衣 ②

(セントラル広島) (広島修道大学)

19:00 19:00

18:40

18:40 19:00

18:40 19:00

18:40 19:00



第１５回  岡山オープン  デビュー男子
１５日（日）

① 堀越 賢来 平下 直哉 ③

(広島修道大学) 11:40 12:20 (広島修道大学)

橋口 栄志郎 bye
(セントラル広島) (bye)

水本 彩人 徳原 優輝
(広島修道大学) 14:40 15:00 (セントラル広島)

塚木 朋実 宮崎 真聖
(中国四国支部) (関西学院大学)

bye bye
(bye) 11:40 12:20 (bye)

⑧ 岩重 和樹 高木 俊輔 ⑥

(広島修道大学) 15:40 15:40 (広島修道大学)

⑤ 福田 雄一 17:00 池田 真大 ⑦

(マスカット) 12:00 12:40 (広島修道大学)

bye bye
(bye) (bye)

田中 功太郎 友保 響
(広島修道大学) 14:40 15:00 (マスカット)

宮本 史仁 大塚 佑真
(広島修道大学) (セントラル広島)

bye 植村 翔太
(bye) 12:00 12:40 (広島修道大学)

④ 疋田 康太 亀井 基宏 ②

(ルネサンス広島) (マスカット)

第１５回  岡山オープン  デビュー女子
１５日（日）

① 幸田 彩 川本 美桜 ③

(広島修道大学) (関西学院大学)

bye bye
(bye) 14:00 14:20 (bye)

岸本 芽依 鈴木 教子
(セントラル広島) 11:00 11:00 (マスカット)

⑧ 野村 優 岡本 佳織 ⑥

(広島修道大学) 15:40 15:40 (広島修道大学)

⑤ 北村 良子 16:40 戸田 光美 ⑦

(セントラル広島) 11:20 (ルネサンス広島)

bye 川上 里奈
(bye) 14:00 14:20 (広島修道大学)

bye bye
(bye) (bye)

④ 寺尾 みちる 実近 知帆 ②

(広島修道大学) (広島修道大学)

9:00

9:00


