
このたびはエントリーをいただきありがとうございます。
２０１５年６月６日(土)～７日(日)にエル・スポーツ京都 (京都市左京区)にて開催される表題大会における注意事項です
選手の皆様は下記の注意事項をご覧いただきご参加くださるようお願いいたします。

大会会場: エル・スポーツ京都
京都市左京区一乗寺高槻町16

会場利用上の注意
・10:00 前の更衣室の利用はできません
・会場には大会参加者用の駐車スペースはありません。ただしエル・スポーツ京都の会員は除きます。
・タオル貸し出しは行っておりません。
・食事は菓子類を含め全て禁止です(但しエルスポーツ内での販売品を除く）。飲料は可。
・着替え時は必ずロッカーキーを大会受付で借りてください。ロッカーキーを借りずに4 階更衣室を利用ことは禁止です。
・刺青ある方は更衣室やシャワールームを使用できません。

競技上の注意
・原則として勝者チームレフリー、敗者チームマーカー制を採用します。
・本戦はノックアップは90秒でサイドチェンジ、プレートは60秒でサイドチェンジをお願い申し上げます。
・服飾規定はJSA 規定のものに従います。ただし、19 歳未満の選手にはアイガード着用
を義務付けます。貸し出しはできないので必ずご持参ください。

○棄権について

※チームの勝敗とは関係なしに棄権の選手の代理を相手チームが指名して試合をすることができます
※初戦以外で代理選手と試合をする場合は1 ゲームマッチとします。
○メンバー変更について
・登録メンバー変更は初日の試合開始前（初戦）迄なら1 回に限り可能です（その後は不可）。
※ ただし、JSA選手登録済みの方であることが条件。事後受付はしません。

○プレートを大会2日目に行う予定です。
○プレートの対戦決めは抽選にて行います。
敗戦チームは、勝敗決定後本部へ抽選くじを引きに大会本部へお越しください。
○プレートは大会の初戦敗退チームのみ参加可能です。（シードに関係なく）
※そのため枠サイズを変更する可能性があります
ルール：１ゲーム１０点マッチ×５人の合計点数対決
欠場者は２名まで可能（ただし代理対戦者の得点は50%付与。小数点切り上げ）

問い合わせ先
日本スカッシュ協会　関西支部

棄権の連絡はお早めにメールにて連絡を、お願いいたします。
大会当日の場合は、大会会場ではなく、上記の電話番号へご連絡をお願いします。

修正

・『試合開始（整列）時』に揃っていない選手はその対戦を失格（棄権者扱い）といたします。

E-mail: info@squash-k.org
TEL: 090-6668-6129（大会当日のみ）

・ 試合の進行上、試合開始が早まる場合がありますので、試合開始30 分前には試合会場にて待機願います。

2015年5月吉日

日本スカッシュ協会　関西支部

大会実行委員長 　上野　修司

2015年度クラブカップ（オープン団体戦）　注意事項



プレート戦は、6/7（日）のみです。
日曜日のタイムテーブルは、男子プレート戦の数次第で、全体を１時間早める場合があります。
6/6（土）に本部にてご確認をお願いします

6/6（土） 6/7（日） 6/6（土）

　 　

　 　 　
│

　 　

　 　

　 　

6/7（日）

　
│

Final

6/6（土） 6/7（日） 6/6（土）

│
Final

6/7（日）

　
│

　 　

9 11 tipper
14:00 15:40

10:2010:20

男子

岡野チルドレン 1 3 イカトンSQKC

8 6
Final

5 7

Ａｒｏｕｎｄ40　第5章

10:20 12:00

13:20

17:20

13:20

ﾚﾓﾝｽｶｯｼｭ 12 10 落単ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｰｸﾞﾙｽ

4 2 ルネ尼レジェンド
16:2014:40

きょうは学連休みます｡

大爆笑大学ｷｾｷの世代

安田大ｻｰｶｽ

男子プレート（シード負けを考慮した数）

1 3

15:40

10:20 11:20

15:40
8 6

5 7
10:20 11:2017:40

4 2

さくらﾕｯﾁ

女子

※友だちいません 1 3 ﾐﾄﾞﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ
13:00

12:2012:20

12:00
おたのもうします 8 6 ちｰむまっちゃん

半熟英雄

女子プレート

1 3
Final

4 2
15:00 15:00

16:40

ﾆｯｸﾏｳｽ 5 7 いまり
16:40 13:4012:00

ﾏﾄﾘｮｰｼｶ 4 2



参加者名簿

女子ﾁｰﾑ名 name 所属団体名 男子ﾁｰﾑ名 name 所属団体名 男子ﾁｰﾑ名 name 所属団体名
※友達いません 平尾　優香 大阪大学 岡野ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 岩井　祐二 スカッシュマジック Ａｒｏｕｎｄ40　第5章 上野　修司 関西支部
※友達いません 紅露　敦子 コナミ西宮 岡野ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 岡野　弘嗣 エルスポーツ京都 Ａｒｏｕｎｄ40　第5章 古川　悟史 コナミ西宮
※友達いません 八川  友紀 大阪大学 岡野ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 岡田　賢 エルスポーツ京都 Ａｒｏｕｎｄ40　第5章 丹羽　拓史 SSB
さくらﾕｯﾁ 高木　あきみ エルスポーツ京都 岡野ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 松井　諭 エルスポーツ京都 Ａｒｏｕｎｄ40　第5章 安藤　淳哉 コナミ西宮
さくらﾕｯﾁ 井出口　尚子 ルネサンス住之江 岡野ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 田中　大作 コナミ西宮 Ａｒｏｕｎｄ40　第5章 土田　壮太郎 コナミ西宮
さくらﾕｯﾁ 中田　裕子 ボースト ﾙﾈ尼　ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 山本　博之 ルネサンス尼崎 大爆笑大学 福島　慎市 大阪大学
ﾐﾄﾞﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ 疋田　真鈴 関西学院大学 ﾙﾈ尼　ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 大野　順彦 セントラル溝の口 大爆笑大学 古賀　啓資 大阪大学
ﾐﾄﾞﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ 清崎　若菜 大阪大学 ﾙﾈ尼　ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 高柳　裕哉 ルネサンス尼崎 大爆笑大学 阪本　康太 大阪大学
ﾐﾄﾞﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ 森元　沙羅 神戸女学院大学 ﾙﾈ尼　ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 西田　裕樹 ルネサンス尼崎 大爆笑大学 種村　柾俊 大阪大学
ﾏﾄﾘｮｰｼｶ 大桑　晴代 神戸女学院大学 ﾙﾈ尼　ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 石原　慎平 コナミ西宮 大爆笑大学 森田　尚秀 大阪大学
ﾏﾄﾘｮｰｼｶ 多根井　沙穂 関西学院大学 ｲｶﾄﾝSQKC 新井　智大 イカトンSQ きょうは学連休みます｡ 豊田　一貴 関西学院大学
ﾏﾄﾘｮｰｼｶ 杉原　麻里 大阪大学 ｲｶﾄﾝSQKC 永江　達也 SQKC きょうは学連休みます｡ 山下　大樹 大阪市立大学
ﾆｯｸﾏｳｽ 藤原　智子 ルネサンス尼崎 ｲｶﾄﾝSQKC 庭野　太郎 SQKC きょうは学連休みます｡ 宮崎　竜乃介 立命館大学
ﾆｯｸﾏｳｽ 西田　裕江 ルネサンス尼崎 ｲｶﾄﾝSQKC 八島　渉 イカトンSQ きょうは学連休みます｡ 菅居　正光 立命館大学
ﾆｯｸﾏｳｽ 井上　昭子 コナミ西宮 ｲｶﾄﾝSQKC 藤本　大地 イカトンSQ きょうは学連休みます｡ 玉置　涼介 大阪市立大学
ちｰむまっちゃん 谷口　美涼 関西学院大学 半熟英雄 田中　亮平 コナミ西宮 落単ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｰｸﾞﾙｽ 香田　備覚 関西学院大学
ちｰむまっちゃん 川本　美桜 関西学院大学 半熟英雄 池谷　直紘 コナミ西宮 落単ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｰｸﾞﾙｽ 四柳　良磨 関西学院大学
ちｰむまっちゃん 佐田元　香純 神戸女学院大学 半熟英雄 谷内　大祐 コナミ西宮 落単ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｰｸﾞﾙｽ 梯　広大 大阪市立大学
いまり 渡辺　麻利子 ノートルダム女大 半熟英雄 米田　拓馬 コナミ西宮 落単ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｰｸﾞﾙｽ 阿部　滉平 大阪市立大学
いまり 西村　いのり ノートルダム女大 半熟英雄 郡　洋平 コナミ西宮 落単ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｰｸﾞﾙｽ 鎌田　泰成 大阪市立大学
いまり 櫻木　満里奈 ノートルダム女大 安田大ｻｰｶｽ 安田　洋平 関西学院大学 tipper 中村　謙太 大阪大学
おたのもうします 杉原　志のぶ エルスポーツ京都 安田大ｻｰｶｽ 萩原　健斗 Team Z tipper 浅川　智仁 大阪大学
おたのもうします 森田　章子 エルスポーツ京都 安田大ｻｰｶｽ 中沢　遊 コナミ西宮 tipper 砂田　大成 大阪大学
おたのもうします 小森　麻衣子 エルスポーツ京都 安田大ｻｰｶｽ 亀井　航平 コナミ西宮 tipper 安尾　昂大 大阪大学

安田大ｻｰｶｽ 太田　ありさ 関西学院大学 tipper 山越　達矢 大阪大学
ｷｾｷの世代 近藤　涼平 関西支部 ﾚﾓﾝｽｶｯｼｭ 高橋　和志 名古屋大学
ｷｾｷの世代 藤川　祥太朗 コナミ西宮 ﾚﾓﾝｽｶｯｼｭ 鈴木　陽介 名古屋大学
ｷｾｷの世代 清水　美希 関西支部 ﾚﾓﾝｽｶｯｼｭ 岩西　小次郎 名古屋大学
ｷｾｷの世代 西本　健太郎 関西支部 ﾚﾓﾝｽｶｯｼｭ 四郎園　陽平 名古屋大学
ｷｾｷの世代 吉岡　純也 エルスポーツ京都 ﾚﾓﾝｽｶｯｼｭ 寺谷　友希 名古屋大学


