
平成 28 年 6 月吉日 
 
スカッシュご担当者・参加選手各位 

日本スカッシュ協会東北支部 
   支部長 柴田 亮介 

 

第 24 回東北スカッシュ選手権大会 ドローのご案内 

 
拝啓 貴クラブにおかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、平成 28 年 7 月 16 日 17 日に開催いたします、“第 24 回東北スカッシュ選手権大会”に各ク

ラブ多数の皆様よりお申込を頂き、誠にありがとうございました。 
 つきましては、大会ドローをお送りいたしますのでよろしくお願いいたします。また、下記のとお

り大会会場利用の際の注意事項等をご理解頂き、選手及び大会ご見学者の方々への周知徹底をよろし

くお願い申し上げます。 
敬具  

※ 大会参加選手へのお願い及び連絡事項について   

  ・ 今大会の選手権男女のドローは、2016 年 6 月現在のジャパンランキング順により決定して

おりますのでご理解いただきますようお願い致します。 
・ 選手権男女はラリーポイント 11 点 5 ゲームズマッチ（タイブレーク制）で行います。 
・ エキスパート男女は、ラリーポイント 11 点 3 ゲームズマッチ（タイブレーク制）で行いま

す。 
・ 試合を棄権する場合は、必ず前もってご連絡をお願い致します。 

      090-8922-7269（柴田） 090-6781‐7649 （尾形） まで 

・ 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、大会初日は、試合時間が早まる可能性が予想されるため、早めに来場頂き進行状況を、

本部の掲示板にてご確認下さい。また、大会の進行をスムーズに行うため次の試合選手はコ

ート前にて待機して頂きますようご協力をお願い致します。 
・ 事故防止のため、アイガードの着用を推奨します。尚、試合中の事故・怪我につきましては、

主催者側・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下さい。 
 

※ 大会会場への入館方法及び注意事項 （大会見学者も同様となります） 

・ 会場施設は会員制スポーツクラブとなっております。会場利用にあたってクラブのマナーを

守りクラブ会員に迷惑のかからないようご協力お願い致します。 
・ 入館の際、大会参加者及び見学者は、玄関入口付近受付にて入館証を受け取り、常に携帯さ

れますようお願い致します。詳しくは当日大会本部にてご確認お願い致します。 
・ 福島駅東口より会場までのアクセス 

徒歩約 30 分（約 2.7ｋｍ） 
福島交通バス（バイパス経由医大行など）「鳥谷野入口」バス停下車徒歩 3 分 
お車でお越しの際は、クラブのご好意により建物北側の第 2 駐車場を使用させて頂く事にな

りました。大会関係者が第 1 駐車場を使用することのないようにお願い致します。 
                    以上 



○ 選手権男子 30名
7/16 7/16 7/17 7/17 7/17 7/17 7/17 7/16 7/16
一回戦 二回戦 準々決勝 準決勝 決勝 準決勝 準々決勝 二回戦 一回戦

新井　智大 萩原　健斗
（イカトンＳＱ） （ＳＱＫＣ）

13:30

我妻　莉玖
（セントラル盛岡）

16:00 16:30

相川　英二 町屋　幸太
（セントラル仙台） （Ｐｏｉｎｔ）

12:00 13:30

勝又　治 坂本　勇人
（セントラル仙台） （セントラル北仙台）

11:30 12:00

古澤　直也 佐藤　龍史
（東北大学） （森山生涯ＳＣ）

12:30 13:30

新藤　雅大 泉　祐希
（東北大学） （東北大学）

16:00 16:30

遠藤　拓 寺川　晃太郎
（セントラル仙台） （東北大学）

12:30 14:00

原田　健一 17:20 二瓶　健司
（セントラルＮＥＸＴ２１） 14:00 14:00 （東北大学）

佐藤　昭 安光　学
（セントラル盛岡） （イカトンＳＱ）

12:30 14:00

田村　紳 野崎　栄作
（東北大学） （セントラル郡山）

16:00 17:00

菊池　永幸 庄子　裕之
（Ｔｅａｍ　Ｚ） （イカトンＳＱ）

13:00 14:00

高桑　卓也 松田　貴
（ルネサンス福島） 11:50 12:00 （Ｔｅａｍ　Ｚ）

中川　友介 梅村　尚充
（東北大学） （セントラル郡山）

13:00 14:30

穂坂　明彦 國分　朋之
（セントラル郡山） （セントラル北仙台）

16:30 17:00

金原　貴徳
（セントラル郡山）

13:00

田中　陽 鈴木　隆雄
（イカトンＳＱ） （Ｔｅａｍ　Ｚ）

15:40

ＢＹＥ

ＢＹＥ
下線は7/17日

3位決定戦



○ 選手権女子 30名
7/16 7/16 7/17 7/17 7/17 7/17 7/17 7/16 7/16
一回戦 二回戦 準々決勝 準決勝 決勝 準決勝 準々決勝 二回戦 一回戦

平尾　芳美 杉中　美穂
（T.UNITED） （Ｐｏｉｎｔ）

11:00

大坂　奈央
（東北福祉大学）

14:30 15:00

岩木　優里 山木　清美
（森山生涯ＳＣ） （セントラル北仙台）

10:00 11:00

小野　美弥子 齋藤　有希
（セントラル北仙台） 11:00 11:20 （セントラル盛岡）

鈴木　智菜 大徳　忍
（セントラル北仙台） （セントラル北仙台）

10:00 11:30

桐澤　知恵子 坂内　裕子
（セントラル北仙台） （セントラル仙台）

14:30 15:30

古賀　美智子 田中　美佐子
（セントラル北仙台） （セントラル仙台）

10:00 11:30

小松　由美子 16:50 渡辺　陽香
（セントラル北仙台） 13:30 13:30 （Ｔｅａｍ　Ｚ）

大森　真由美 勝村　あずさ
（セントラル仙台） （東北薬科大学）

10:30 11:30

谷藤　光 高野　杏奈
（セントラル盛岡） （宮城学院女子大学）

15:00 15:30

吉田　裕子 小田島　正美
（セントラル郡山） （セントラル盛岡）

10:30 12:00

有我　三千代 穂坂　裕美
（セントラル郡山） （セントラル郡山）

11:00 11:30

芳賀　素子 塩谷　麻子
（セントラル北仙台） （セントラル仙台）

10:30 12:00

齋藤　伸子 中山　あゆみ
（セントラル郡山） （イカトンＳＱ）

15:00 15:30

要田　沙織
（セントラル郡山）

11:00

遠藤　智生 佐藤　香
（Ｐｏｉｎｔ） （セントラル盛岡）

15:10

ＢＹＥ

ＢＹＥ

下線は7/17日

3位決定戦



○ エキスパート男子 10名

7/17 7/17 7/17 7/17 7/17 7/17 7/17
穂坂　明彦 菊池　永幸
（セントラル郡山） （Ｔｅａｍ　Ｚ）

13:10
上杉　健吾 13:00
（東北大学） 上條　嵩英

10:40 （東北大学）

我妻　莉玖 16:30
（セントラル盛岡） 14:50 14:50 金内　貴文

（東北大学）

泉　祐希 11:00
（東北大学） 紺野　康弘

13:10 13:20 （ルネサンス福島）

柴田　亮介 勝又　治
（セントラル仙台） （セントラル仙台）

○ エキスパート女子 16名

7/16 7/17 7/17 7/17 7/17 7/17 7/16
佐々木　明美 鈴木恵子
（セントラル盛岡） （セントラル盛岡）

17:00 17:40
古賀　美智子 中野鈴夏
（セントラル北仙台） （東北福祉大学）

10:20 10:40
大坂　奈央 及川悠衣
（東北福祉大学） （東北薬科大学）

17:20 17:50
遠藤　初枝 16:30 齋藤伸子

（セントラル北仙台） 13:40 14:00 （セントラル郡山）

田中　美佐子 谷藤光
（セントラル仙台） （セントラル盛岡）

17:30 17:50
伊藤　貴恵 安室朝海
（東北学院大学） （宮城学院女子大学）

10:20 10:40
吉田　美月 鈴木誉

（東北医科薬科大学） （東北医科薬科大学）

17:30 18:00
小田島　正美 石川裕美
（セントラル盛岡） （セントラル仙台）下線は7/17日

下線は7/17日


