
第３２回千葉県スカッシュ選手権大会

【 第４５回全日本スカッシュ選手権大会予選会 】

第２５回千葉県スカッシュ大会

≪大会ドロー及びスケジュールのご案内≫

                       （社）日本スカッシュ協会千葉県支部

大会実行委員長  田中 新吾

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて今年も恒例の「第３２回千葉県スカッシュ選手権大会」並びに「第２５回千葉県スカ

ッシュ大会」をセントラルフィットネスクラブポートスクエアにて、来る４月２３日（土）・

２４日（日）に開催致します。

つきましては、大会ドロー及びスケジュールを配信致しますので、掲示等により、貴クラ

ブの選手の皆様方へお知らせ頂きますようお願い申し上げます。



選手権男子

24日

海道　泰喜 中川　慶之

（順天堂大学） （J　）

石井　寛也 松岡大起

（鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ） （ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安）

三橋　拓也 金丸　陽広

（ｾﾝﾄﾗﾙ八千代台） （順天堂大学）

青木　利明 小河　浩太

（ｾﾝﾄﾗﾙ市川） （セントラル市川）

佐久間　たかし 渡邉　奨太

（海ほたる） （順天堂大学）

高橋　一斗 秋葉　央

（J） （T-make's）

石川　星朗 金木　礼仁

（順天堂大学） （鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ）

加藤　豪 鈴木　海音

（順天堂大学） （鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ）

佐竹　航平 原　俊明

（T-make's） （T-make's）

塚田　耕平 16:30 八島　渉

（Fujiyama） （イカトンSQ）

高橋　慎二 木暮　健人

（アッシュ） （順天堂大学）

村田　鉄馬 小谷内　正人

（順天堂大学） （T-make's）

小野　悠介 鈴木　公人

（ｾﾝﾄﾗﾙ青砥） （ｾﾝﾄﾗﾙ稲毛海岸）

山口　直宏 仲田　大輝

（T-make's） （日体大）

河野　航大 森　和史

（順天堂大学） （工業SQ）

小坂　将也

河野　宏明 （順天堂大学）

（順天堂大学） 平野　蓮

（鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ）

尾潟　祐亮 清田　孝之

（順天堂大学） （東武スポーツ）
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選手権女子

23日 24日 23日

杉本梨沙 酒井　真美

（順天堂大学） （順天堂大学）

西原　実代華 脇坂　春佳

（青山学院大学） （順天堂大学）

藤縄　あゆ美 金子　明日雅

（ｾﾝﾄﾗﾙ市川） （早稲田大学）

川尻　亜季 小濱　鳳佳

（順天堂大学） （スカッシュマジック）

井手　友紀子 時田　千咲

（順天堂大学） （SQ-CUBE横浜）

16:00

黄原　ますみ 黒澤　由美子
（ボースト） （セントラル稲毛海岸）

小野　則子 野田郁子

（セントラル青砥） （セントラル千葉）

武石　望 石井　愛夏

（順天堂大学） （鋸南クロススポーツ）

大福　和美 玉川　陽子

（立教大学） （順天堂大学）

髙橋　ナナミ 松澤　彩香

（セントラル稲毛海岸） （Squash-Life）

14:20 15:00

10:40

17:40 18:00

14:00 14:40

10:00 10:00

14:00 14:40

17:40 18:00

10:20

13:40 14:20

10:40 11:00



15:30

（セントラル稲毛海岸）

（セントラル新浦安）

（ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ宮崎台）

蝦名哲哉

松井啓徒 松岡大起

池田悠真

（鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ）

14:45

フレンド 男子（24日のみ、全て５ゲーム）

13:00 13:00



山口　真司 柳谷　登志雄

（ｾﾝﾄﾗﾙ千葉） （順天堂大学）

吉田　平 野呂　啓晃

（順天堂大学） （順天堂大学）

安藤　柊之介 小林　優太

（順天堂大学） （ｾﾝﾄﾗﾙ稲毛海岸）

堀口　芳起

小粥　敦博 （順天堂大学）

（セントラルﾎﾟｰﾄ） 清水　暢
（順天堂大学）

上坂　学 出口　清之

（順天堂大学） （ｾﾝﾄﾗﾙ千葉）
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24日

池田悠真 篠宮　尊

（ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ宮崎台） （鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ）

伊藤　幹太 小粥　敦博

（鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ） （セントラルﾎﾟｰﾄ）

14:30

小林　優太 林　和哉

（ｾﾝﾄﾗﾙ稲毛海岸） （ｾﾝﾄﾗﾙ八千代台）

松井　彩徒 米山　遥斗

（鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ） （鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ）

3決
13:30

５－８位決定戦

24日

福本　まどか
（鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ）

鈴木　愛海
（鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ）

小粥　千鶴
（セントラルﾎﾟｰﾄ）

14:30

柴田　真奈 松尾　優里
（鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ） （鋸南ｸﾛｽｽﾎﾟｰﾂ）

吉川　由稀 緑川　あかり
（ｾﾝﾄﾗﾙ稲毛海岸） （ｾﾝﾄﾗﾙ稲毛海岸）
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