
スカッシュ担当者様 各位 

平成 28年 4月吉日 

日本スカッシュ協会埼玉・栃木・群馬・茨城県支部 

【第２４回 埼玉・栃木・群馬・茨城県スカッシュ選手権大会 

    ドロー送付のご案内】 

拝啓 

いつもお世話になっております。 

４／２３(土)～２４（日）開催の「第２４回 埼玉・栃木・群馬・茨城県スカッシュ選手権大会ドロー」 

を送付致します。参加される方々にご案内頂けます様お願い申し上げます。 

（※ドロー作成は２/１０付けのランキングを使用しております） 

 

また、ドロー配信後のドロー変更につきましては、 協会ホームページでのご確認の程  

宜しくお願い致します。 

敬具 

 

< 大会注意事項 >  

１．本大会はＪＳＡのルールを採用いたします。 

試合方法につきましては、ラリーポイントタイブレイク方式。 

選手権は ５ゲームズマッチ（ノックアップ 左右合計 5分） 

それ以外は３ゲームズマッチ（ノックアップ 左右合計 3分）といたします。 

２．試合開始予定時間の３０分前までに受付を済ませてください。試合開始予定時刻５分を経過してコートに入らない 

  場合は棄権とみなします。災害による交通機関などの影響で試合に遅れるような場合は、必ず下記連絡先に 

連絡を入れて下さい。進行上、時間を繰り上げて(あるいは繰り下げて)試合を行う場合がありますので、 

会場の進行ﾎﾞｰﾄﾞでの確認にご協力ください。 

３．審判は原則として勝者レフリー・敗者マーカーとします。できない場合は、責任をもって代理を立てて下さい。 

４．服装は、男子の競技ウェアは、半袖のゲームシャツ・上下がコーディネートされたシャツに短パン。 

女子は上下コーディネートされたものでお願い致します。 

※ルール改定により「フルレングスの高機能タイツの着用はできません」のであらかじめご注意ください。 

５．アイガード着用推奨致します。（ジュニア選手は必ずアイガード着用） 

６．本大会開催中の怪我・紛失・事故等については、自己の責任で処理していただけるようにお願いいたします。 

 

< 会場利用上の注意 > 

１．当日はクラブの駐車場は使用できませんのでご注意ください。 

２． 指定の場所以外での飲食は「禁止」です。（徒歩圏内には ファミレス・スーパー・パン屋がございます） 

３．ロッカーをご利用の際はツアーバッグ・ボストンバッグ等の大きな荷物の持ち込みは『禁止』させていただきます。 

各自、着替え等の持ち運びに用袋等をご持参ください。 

４．その他、当日の大会スタッフ及びクラブスタッフの指示に従って、クラブ内をご利用頂きます様お願いいたします。 

※ 大会会場：ルネサンス蕨 / 住所；埼玉県蕨市中央１－１９－１１ TEL;０４８－４３１－０１１０ 

 

※ 大会当日連絡先： ０９０－８８５４－１７９１ （清水） 
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イカトンＳＱ Ｂｉｇ Ｍｏｕｔｈ

山梨 圭 太田 佳嗣
ＳＱ-ＣＵＢＥさいたま Ｐｏｉｎｔ

13:00
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15:00

杉原 秀幸 大久保 俊徳
セントラル佐野 ＳＱＭアカデミー

小林 修士 大前 俊輔

13:00

３位決定戦

ＳＱ-ＣＵＢＥさいたま ＳＱ-ＣＵＢＥさいたま

深沢 逸紀 高橋 麗
Ｆｉｒｓｔ Ｗａｖｅ ＳＱ-ＣＵＢＥさいたま

森 裕介 川崎 孝俊
東武スポーツ ルネサンス水戸

阿部 亮祐 植野 翼

12:30

18:00 19:00

Ｔｅａｍ ＫＡＷＡＧＯＥ ＳＱ-ＣＵＢＥさいたま

前田 隆徳 石塚 裕司
メガロス草加 ルネサンス水戸

12:30

松浦 隆夫 須永 智也
Ｂｉｇ Ｍｏｕｔｈ Ｊ

鷲津 彰 水澤 亮介

12:00

17:30 18:30

Ｐｏｉｎｔ ＳＱ-ＣＵＢＥさいたま

玉石 清司 佐治 正
ＪＩＮ セントラル宇都宮

福森 智哉 鈴木 一輝
セントラル三郷 ｂｅ-ｗｉｎ

福井 貴紀 石井 結太

12:00

セントラル宇都宮 ＳＱ-ＣＵＢＥさいたま

澤田 泰宏 金子 健一
コナミスポーツ Ｆｉｒｓｔ Ｗａｖｅ

11:30

17:30 18:30

13:30

高野 凌佑
ドゥ高崎

茂木 正統
Ｂｉｇ Ｍｏｕｔｈ

鈴木 博志 藤倉 生男

10:30

11:30

ＳＱＫＣ

〈選手権男子〉

河原 健一 庭野 太郎
セントラル用賀

荻野 友博
明治大学



23日（土） 23日（土）

＜選手権女子＞

24日（日）

３位決定戦

12:10

14:40 14:40

11:40 12:10

17:20

17:50

セントラル三郷 セントラル宇都宮

遠藤 敬子 白石 優友
メガロス草加 埼玉栄高等学校

16:00 17:00

11:10

星野 恭子 高橋 敦子
セントラル宇都宮 ＳＱ-ＣＵＢＥさいたま

菅原 菜々美 高野 昌子

10:50

白石 彩華
早稲田大学

荒井 祥乃
セントラル宇都宮

鈴木 真紀子
ＳＱ-ＣＵＢＥさいたま

10:50

16:00 17:00

11:40

ＳＱ-ＣＵＢＥさいたま 海ほたる

赤羽根 恵美 吉岡 千賀
セントラル宇都宮 ＪＩＮ

田部井 ひろみ 川崎 めぐみ
メガロス草加 セントラル日立

緒方 由美 吉田 恭子

15:30 16:30

セントラル佐野 セントラル宇都宮

阿久津 友美 佐藤 展子
セントラル宇都宮 セントラル西東京

10:30

15:30 16:30

11:10

八幡 佑里 阿世知 由加
ＳＱ-ＣＵＢＥさいたま ＳＱ-ＣＵＢＥさいたま

松井 芳江 荒木 昌代



＜マスターズ男子＞

全て24日（日）

全て24日（日）

17:00

17:00

１・２回戦敗者プレート戦

１・２回戦敗者プレート戦

＜フレンド男子＞

⑧

16:20

11:20

11:20

15:40

16:00

13:40

16:20

14:20 14:20

森田 康司 小林 弘幸
ドゥ高崎 セントラル宇都宮

①

②

⑤

⑥

10:00

15:40

中北 明
セントラル南宇都宮

尾崎 太亮 尾崎 裕一
セントラル宇都宮 関東支部

13:40

10:20

10:20

関東支部 セントラル宇都宮

矢口 博之 高野 順一
セントラル宇都宮 セントラル宇都宮

16:00

③

④

⑦

工藤 節雄 山沢 誠一
東武スポーツ メガロス草加

新井 秀 鈴木 博志

9:40

11:00

10:00

玉石 清司
ＪＩＮ

石政 秀一
関東支部

前田 隆徳
メガロス草加

9:20

セントラル宇都宮 ルネサンス蕨

大前 俊輔 佐治 正
Ｂｉｇ Ｍｏｕｔｈ セントラル宇都宮

9:20

11:00

9:40

澤田 泰宏 杉原 秀幸
コナミスポーツ セントラル佐野

斎藤 弘明 熊林 伸一



全て24日（日）

10:40 14:00 16:40

平 睦子
セントラル蒲田

高屋 美月
日本女子体育大学

荒木 昌代
セントラル宇都宮

高野 昌子
セントラル宇都宮

高屋 美月
日本女子体育大学

荒木 昌代
セントラル宇都宮

高野 昌子
セントラル宇都宮

平 睦子
セントラル蒲田

＜フレンド女子＞

16:40 14:00

10:40


