
スカッシュ担当者各位
平成２８年３月吉日

日本スカッシュ協会東京支部

大会実行委員長　古川　泰久

拝啓

　貴クラブ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、４月１６日～１７日に開催されます第２５回東京都スカッシュ選手権のドロー及び注意事項をお送り致しますので、

　貴クラブにてご掲示等により参加者の方々に、お知らせ頂けますようお願い申し上げます。

敬具

　○本大会のルールはＪＳＡのルールに則って行います。

　○本大会は、男女1回戦・女子2回戦はラリーポイント１１点タイブレーク３ゲームズマッチで行います。

　　　男・女子3回戦（ベスト8決め）、及び、２日目はラリーポイント１１点タイブレーク５ゲームズマッチで行います。

　○試合開始予定時刻の１時間前までに（各日第１試合については３０分前から）、受付を済ませて下さい。

　○ラリーポイント１１点タイブレークを採用しているため、試合の進行が早まる可能性があります。

　　早めの受付にご協力をお願いいたします。

　○試合開始予定時刻を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。

  ○服装に関しては、男子は2010年2月26日発表の男子競技用服装規定に従います。

    女子は上下コーディネートされたもの着用とします。

　　また、2015年11月1日発表の通り、高機能タイツの着用はできませんので注意して下さい。

  ○本大会開催中の怪我・紛失・事故等については、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して頂けるようにお願いいたします。

　○各試合敗者マーカー、勝者審判にて行います。マーカーや審判に自信のない方は必ず代理の方を立てて下さい。

　○試合の進行が遅くなり、会場の閉館時間を過ぎる恐れがある場合は、残りの試合を翌日の第一試合の前に

　　 移す場合があります。ご了承下さい。

　○会場においてはクラブの規則に従い、会員の方々に迷惑のかからぬようによろしくお願いします。

　○スカッシュコート・選手控室・ロッカールーム・シャワールーム・他指定エリア以外の施設のご利用はできません。

　○荷物は指定された場所に置いて下さい。

　○盗難･紛失については一切責任を負いかねますので、貴重品等は各自で保管して下さい。

　○忘れ物については、大会終了後処分させていただきますので予めご了承下さい。

　○食事については、指定されたエリアにてお願いします。

　○できるだけ、小さなお子様連れでの入館はお避け下さい。お子様連れでご入館される場合、

　　 目を離さないように注意して下さい。

　　　※以上のことについて、ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。

・ フィットネスクラブ　フォーラス

　　東京都昭島市田中町昭和の森テニスセンター内

　　最寄り駅：JR青梅線昭島駅北口より徒歩4 分

E-Mail：tokyo@squash-japan.org

大会当日：090-4672-8747　／090-7844-4293


　　　　　　　　(試合の経過や結果の確認には応じかねます。ご了承下さい）

＜大会注意事項＞

＜大会会場利用上の注意＞

＜会場＞

＜お問い合せ先＞



永江　達也 谷川　大祐
(SQKC) (コナミ恵比寿)

當山　翼 今野　英俊
(関東支部) (ルネサンス東久留米)

山下　隆之 鈴木　拓道
(コナミ恵比寿) (ティップネス宮崎台)

大野　順史 大瀧　智幸
(スカッシュイズム) (フォーラス)

永野　靖雄 渡辺　友樹
(フォーラス) (Team Z)

佐藤　和典 藤井　一憲
(メガロス立川) (フォーラス)

平石　孔明
(フォーラス)

滝波　弘貴
(SQKC)

古庄　利光 山西　慧
(J) (イカトンSQ)

百瀬　渉 山村　光司
(メガロス調布) (セントラル西台)

米川　俊介 村上　偉織
(メガロス武蔵小金井) (スカッシュイズム)

古川　泰久 福井　隆太
(スカッシュイズム) (スカッシュマジック)

佐藤　太一 清水　暁博
(セントラル西台) (SQKC)

黒崎　信貴 黒田　泰司
(T.I.M.) (コナミ恵比寿)

浅野　雅 伊藤　敦
(フォーラス) (イカトンSQ)

佐藤　匠真 宮武　俊輔
(早稲田大学) (SQKC)

伊藤　和之 村山　知嶺
(ティップネス宮崎台) (早稲田大学)

丸山　敦 信安　陽実
(ルネサンス三軒茶屋) (ルネサンス東久留米)

ミラー　トーマス 大沼　毅士
(セントラル自由が丘) (SQMアカデミー)

今野　寿彦 菊地　雅行
(ルネサンス東久留米) (セントラル西東京)

一谷　賢治 前川　晋吾
(イカトンSQ) (メガロス武蔵小金井)

＜男子選手権＞
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山田　東葉美 神谷　典子
(ティップネス宮崎台) (パレット中川)

中藪　朋子 川島　裕果
(jsquash Team LAN) (T.I.M.)

三井　梢 乙訓　晴美
(明治大学) (フォーラス)

吉野　純子 花田　亜紀
(ＳＱＭアカデミー) (OEC)

井川　いずみ 鈴木　めぐみ
(フォーラス) (JIN)

大須賀　万喜子 木下　純子
(JIN) (メガロス調布)

鈴木　敬子 西　かよこ
(SQ-CUBEさいたま) (セントラル青砥)

元嶋　ワンサー 岡本　友里
(セントラル西東京) (セントラル西東京)

藤原　恵美 中元　和歌
(セントラル西台) (SQKC)

中常　奈緒美 干場　美佳子
(フォーラス) (T.UNITED)

櫻井　由美 上山　典子
(iBEXスポーツ) (TAC)

倉知　亮子 村山　裕紀
(ルネサンス東久留米) (セントラル西東京)

小西　良子 大須賀　さよ
(グラン恵比寿) (iBEXスポーツ)

高橋　美保 浅野　千恵子
(メガロス立川) (フォーラス)

佐々木　真弓 高岡　佳子
(メガロス立川) (セントラル南大泉)

矢納　佳名子 宮﨑　香
(SQ-CUBE横浜) (セントラル溝ノ口)

堀内　真紀 平石　優子
(スカッシュイズム) (フォーラス)

片岡　薫里 堀江　智佳子
(フォーラス) (メガロス調布)

安斉　織絵 和多利　恵津子
(フォーラス) (コナミ恵比寿)

田中　尚子 木戸　美佳
(セントラル自由が丘) (スカッシュイズム)
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＜女子選手権＞
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