
参加選手　御中
　日本スカッシュ協会 神奈川県支部

敬具

○ 本大会のルールはJSAのルールに則って行ないます。
　　選手権は、PAR 11ベストオブ5ゲームズ、選手権3位決定戦及びその他のクラスでは、PAR 11ベストオブ3ゲームズにて行います。
　　ベストオブ3ゲームズではノックアップを左右合計3分、ベストオブ5ゲームズでは5分とします。
　　全てのクラスにおいて、プレート戦は実施致しません。

○ 混合マスターズは、当日（4月10日）に抽選で対戦を決定します。
　　出場者の方は、9:30までに大会本部までお越しください。（抽選は代理の方でも構いません。）
　　
○ 選手は試合予定時刻を5分経過してコートに入らない場合は棄権とみなします。
　　また進行上、時刻が変更になる（早くなる／遅くなる）場合もありますので会場のボードに常にご注意ください。
　　※特に時間帯によって、4面進行、3面進行となっていますので十分にご注意ください。

○ 原則として勝者レフリー、敗者マーカーとしますので試合後、両者は次の試合のレフリー、マーカーは責任を持って行ってください。
　　出来ない場合は代わりの方をたててください。（もしくは事前に本部までご連絡をお願いします）
　　円滑な運営にご協力をお願いいたします。

○ 試合中の事故、怪我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ので自己の責任において処理をしてください。

○ 19歳未満の選手は、アイガード着用をお願いします。貸し出しはできないので必ずご持参ください。

【服装規定】　※選手権男女の出場選手のみに該当※
○ 既に要項にも記載していますが、高機能タイツの着用は男女ともに禁止となっています。
　　　　×使用不可 　　　　×使用不可

　　　　　○使用可 　　　　　○使用可

　　万が一、着用している場合は、以下の対応となりますのでご注意ください。
 　　【1】ノックアップ中／ゲーム開始前に着用に気付いた場合
　　　 →速やかに脱ぐか、はさみで切って頂く事態になりますのでご注意ください。

 　　【2】ゲーム中や第1～第4ゲーム終了後に着用に気付いた場合
　　　 →同じく速やかに脱ぐか、はさみで切って頂く事態になりますのでご注意ください。
　　　　　時間がかかる場合は、コンダクトウォーニングが取られる事態にもなります。

 　　【3】勝敗決着後に着用に気付いた場合
　　　 →状況に応じて、処分を決めることになります。
　　　　　最悪の状況としては、失格を宣告する場合もあります。

　　　円滑な試合進行のためにも必ず服装規定に則って出場するようにお願いします。

○ ご都合により大会を棄権される場合は、お早めにお電話にてご連絡ください。
　　連絡先は、「神奈川県支部（高橋携帯）：090-1842-9718」になります。

○ 大会会場の駐車場は利用できません。

○ 大会当日は通常営業日となりますので、クラブ内ではクラブのルールを守って行動してください。

○ 館内での飲食は、所定の場所をご用意いたしますのでご協力願います。

○ 館内は土足厳禁になっておりますので、観戦者の方も室内履きをご用意ください。

○ その他は大会スタッフの指示に従って、クラブ内の利用をしていただきますようお願い申し上げます。

以上

会場利用上の注意

第26回　神奈川県スカッシュ選手権大会
ドローのご案内

　　　　拝啓、参加者の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
　　　大会ドローの発送が遅くなりましたが、参加者の皆様へのご案内をお願い致します。

大会競技上の注意事項



選手権男子

4/9（土） 4/10（日） 4/9（土）

青谷 正毅 坪郷 雅史

9:00 9:50

八木 眞吾 相川 聖司

(海ほたる) (セントラル東戸塚)

(SQ-CUBE横浜)

12:20 14:00

(Fujiyama)

大野 順彦

16:45 17:20

山本 喜代登

(セントラル溝ノ口) (エポック中原)

14:00

(SQ-CUBE横浜) 加藤 啓之

(セントラル東戸塚)

村尾 裕義

(青山学院大学) 石塚 浩士

18:25 18:35

庄山 大輔

(セントラル東戸塚) 金子 義人
9:00 (Cools)

12:20

河野 勉 9:50

9:00 (OEC)

藤本 大地

11:40 11:40

(イカトンSQ)

石崎 文弥 山元 正裕

(SQMアカデミー)

12:45

菊池 収 永田 龍之介

(エポック中原) (大和南高校)

榎谷 昌哉 澤田 貴志

14:00

(SQ-CUBE横浜)

味呑 拓海

16:55 17:20

奥 雄大郎

(メガロス横濱) (青山学院大学)
9:00 10:15

(SQ-CUBE横浜) (SQMアカデミー)
9:25 10:15

12:45 14:25

須賀 豊 鶴田 俊郎

(SQ-CUBE横浜) (ティップネス宮崎台)

西 浩史 浜崎 英晋

(ティップネス宮崎台) (SQ-CUBE横浜)
17:45

浅井 俊哉 小助川 展昌

(OEC)

13:10 14:25

(ルネサンス相模大野)

多賀 友紀

16:55 17:35

安成 翔太

(東京農業大学) (ティップネス宮崎台)
9:25 10:15

長久保 勝彦 奥田 裕樹

(SQ-CUBE横浜) (セントラル八王子)

18:35 18:50

松吉 隆史 久保 隆浩

(ティップネス宮崎台) (メガロス大和)
9:25 10:40

13:10 14:25

新井 政之 若山 忠

(セントラル溝ノ口) (SQ-CUBE横浜)

清水 健太 宮崎 智尚

(SQ-CUBE横浜) (ルネサンス天王町)

森 亨行 坂本 聖二

(First Wave)

13:35 14:50

(OEC)

柳原 克也

17:10

小林 重貴 井上 亮

(ルネサンス天王町) (スカッシュマジック)
9:50 10:40

13:35 14:50

安藤 優太 高橋 徹

17:45

増山 裕之

(明治大学) (ルネサンス海老名)

松本 航太 丸山 裕太

16:40
(ティップネス宮崎台) (SQKC)

9:25 10:40

福岡 靖則 荒居 毅

(SQMアカデミー) (スカッシュマジック)

(ティップネス宮崎台) (SQ-CUBE横浜)
3位決定戦（3ゲーム）



選手権女子

4/9（土） 4/10（日） 4/9（土）

青谷 美奈子 川村 智美

(SQ-CUBE横浜)

15:15 16:05

(ルネサンス相模大野)

石澤 美香

17:45 18:10

小谷 真生

(SQ-CUBE横浜) (ルネサンス相模大野)
11:05 11:30

松村 仁美 齋藤 紀子

(ティップネス宮崎台) (ルネサンス天王町)

中村 朝子 岡田 晴

(早稲田大学) (東京農業大学)

佐野 留美 田口 章子

11:10 11:10

加藤 千尋 白浜 佳奈

(SQMアカデミー) (SQMアカデミー)
11:05 11:30

15:15 16:05

(ルネサンス相模大野) (ルネサンス天王町)

17:00
岡田 泰子 仁見 孝子

(ルネサンス海老名)

15:40 16:30

(ルネサンス天王町)

柄澤 志保

11:55

15:40 16:30

松本 美和

18:00 18:10

渡部 愛

(SQMアカデミー) (青山学院大学)
11:05 11:55

大野 さゆり 林 美音

(SQ-CUBE横浜) (中央大学附属横浜高等学校)

西森 美智子 海老沢 恵子

(エポック中原) (ルネサンス相模大野)

16:20

長岡 聖子

(ルネサンス天王町) (ティップネス宮崎台)

松井 知寿子 福岡 靜
3位決定戦（3ゲーム）

(セントラル溝ノ口) (スカッシュマジック)

11:30



奥田 裕樹
19:00

(関東支部)

(セントラル八王子)

9:30

フレンドA男子①　※1回戦は4/9（土）

4/9（土） 4/10（日） 4/9（土）

新井 秀

(早稲田大学)

松本 大騎

(ティップネス宮崎台)

9:30

村尾 裕義

田中 寛人

13:50

(青山学院大学)

(日本大学)
18:30

13:50

坂本 誠

松野 隼人

19:15

寺石 大祐

19:00

小林 重貴

19:00

(SQ-CUBE横浜)

(ルネサンス天王町)

奥 雄大郎

(青山学院大学)

(パレット中川)

9:30

塙 和輝

9:30

(東京農業大学) 笹倉 勇治

(明治大学)

尾崎 裕一

(関東支部)

16:20
増山 裕之

(ルネサンス海老名)
18:45



山本 真也
19:30

(SQ-CUBE横浜)

(セントラル自由が丘)

9:50

フレンドA男子②　※1回戦は4/9（土）

4/9（土） 4/10（日） 4/9（土）

高橋 徹

(東京農業大学)

生沼 邦啓

(セントラル東戸塚)

10:10

和田 広毅

渡邉 厚志

14:10

(日本大学)

(パレット中川)
19:15

14:10

真喜屋 遥樹

大宮 拓実

19:30

谷口 剛樹

19:15

ミラー トーマス

19:30

(慶応義塾大学)

(セントラル自由が丘)

河野 勉

(SQ-CUBE横浜)

(青山学院大学)

9:50

前川 颯太

10:10

(SQMアカデミー) 佐伯 和彦

(ルネサンス天王町)

柏木 理史

(早稲田大学)

16:40
池田 悠真

(ティップネス宮崎台)
19:15



赤羽 美津子

フレンドA女子　※全て4/10（日）

石澤 美香

(SQ-CUBE横浜)

13:10

秋山 宏美

13:30

(メガロス調布)

カツマタ ラブリー

15:40 15:40

柄澤 志保

(セントラル八王子) (SQMアカデミー)

(A1)
9:15

尾郷原 涼子

(SQ-CUBE横浜)

郷原 香織

(日本大学)
17:30

井上 恵子 宮本 茜

(ライフメディカル)
13:10 13:30

(日本体育大学)



真喜屋 遥樹
9:15

(青山学院大学)

(慶応義塾大学)

フレンドB男子　※全て4/10（日）

柏木 理史

渡邉 厚志
9:15

(早稲田大学)

(パレット中川)

12:40

12:55

村松 賢悟

小森 健太郎

塙 和輝

(東京農業大学)

17:15
坂本 誠

(SQ-CUBE横浜)
9:00

飯塚 功二

9:15

(ルネサンス練馬高野台)

12:40

15:25

(慶応義塾大学)

(早稲田大学)
9:00

15:25

村尾 裕義

加藤 綸

(ルネサンス天王町)

前川 颯太

12:55

(SQMアカデミー)

(SQMアカデミー)

岡崎 拓弥

(ルネサンス東久留米)
9:00

尾崎 裕一

(関東支部)

佐伯 和彦



尾郷原 涼子

フレンドB女子　※全て4/10（日）

赤羽 美津子

(セントラル八王子)

12:10

井上 恵子

12:25

(ライフメディカル)

三浦 彩花

15:10 15:10

秋山 宏美

(SQ-CUBE横浜) (メガロス調布)

(SQ-CUBE横浜)
9:00

二方 そのお

(SQ-CUBE横浜)

坂田 日葵

(SQMアカデミー)
17:00

カツマタ ラブリー 武井 澪奈

(A1)
12:10 12:25

(日本体育大学)



出場選手 ※抽選は、4/10（日） 9:30に大会本部で実施。
大野 さゆり 　 （代理の方でも可）
西森 美智子 ※ハンデは、男性 VS 女性の時のみ2倍とします。
海老沢 恵子 　 （2→4→6→8→9→10→11というスコア）
鈴木 敬子
森 亨行

坂本 聖二
菊池 収

長久保 勝彦
ミラー トーマス
山本 喜代登

須賀 豊
加藤 啓之

混合マスターズ　※全て4/10（日）

14:30 14:50

16:00 16:00

10:30 10:50

17:50

10:30 10:50

14:30

所属
SQ-CUBE横浜

14:50

First Wave
OEC
エポック中原

エポック中原
ルネサンス相模大野
SQ-CUBEさいたま

SQ-CUBE横浜
セントラル東戸塚

SQ-CUBE横浜
セントラル自由が丘
エポック中原


