
参加者各位 日本スカッシュ協会　関西支部
理事長　足立　美由紀

実行委員長　浅野　裕子

第２７回　関西オープン　スカッシュ選手権

いつもお世話になります。
9/17-19にジストスポーツクラブ和歌山で開催されます「　第27回　関西オープンスカッシュ選手権　」にエントリーいただきありがとうございます
選手各位におかれましては、注意事項をお読みになり、ご参加いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

★男子本戦選手の棄権により、本戦ドローが変更となりました。
ラッキールーザーの抽選を男子予選終了後に大会本部前にて行います。

■会場利用上の注意 ■審判について
＊大会出場者が利用出来る施設は下記の通りです。 ＊本大会は原則として勝者レフリー、敗者マーカー制を採用致します。ご自身で
　スカッシュコート・荷物置き場(控え室)・ロッカールーム（バスルーム） 　できない場合は責任を持って代理人をたてて下さい。
＊各自の荷物は指定された荷物置き場(控え室）に置いて下さい。（貴重品は必ず 　但し、準決勝からは大会本部にて対応いたします。
　各自で保管して下さい。）
＊大会期間中はスポーツクラブの営業日です。会員様にご迷惑をかけないように、 ＊ＪＳＡ公認審判員（２級/３級/４級）の方が、選手権男女本戦のレフリーをして
　マナーを守って行動して下さい。 　いただいた場合、1試合につき（２級500円/３級400円/４級300円）お支払いいたします
　※特にジスト受付前のソファは会員様専用です。会員様以外は利用できません。 　（マーカーに支払いはありません）。
＊会場の駐車場は無料となっております。 　有資格者の方は積極的なご協力よろしくおねがい申し上げます。
＊タオル貸し出しは行っておりませんので必ずご持参下さい。 ＊審判員証をご持参ください
＊会場内での食事場所は控え室のみとなっており、コートサイドや観客席での食事は
　不可となっておりますので（飲み物は可）厳守下さい。 ■本戦シード選手ならびに本戦進出者各位
＊コートサイド/ロッカールームは土足厳禁です。また、逆にジストホール/コート後方 ＊最終日にベスト16進出者で試合の無い方に、イベントへの参加協力を募集
　の観戦ベンチは土足になります。サンダルなどのご持参をお勧めします。 　しております。何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。
　※上履き（室内用）、土足の履き替えの徹底をお願いします。
＊観覧席の柵を乗り越えて、コートサイドに降りるのは禁止されています（危険です）。 ■館内の撮影に関して
＊更衣室、バスルーム利用につきましては、更衣及びシャワー利用時に限りロッカー ＊ジストスポーツクラブ館内は、静止画／動画とも一切の撮影を禁止しており
　キーを大会受付にて貸し出します。 　ます。ただし、コートサイドもしくは観客席から、選手本人のプレーを撮影希
　※当日、コート利用が無い方はシャワールームはご利用いただけません。 　望する場合に限り本部にて貸し出しする「撮影許可証」を受け取り、撮影者
＊ロッカーキーはシャワー使用後速やかに大会本部へご返却下さい。 　は試合毎に首から掛けてください。
＊ロッカールームへはコートサイドよりマシンジムを通って下さい。 ※対戦相手にも許可をもらってください
　（ジスト受付前を通って行かないようにお願いします。）
　 ■観戦イベント
＊各日ともロッカー利用が10:00～となります。 朝一番の試合の方は、控え室のつ ＊定員に足りてないカテゴリー、もしくは欠員が出た場合は前日まで追加募集
　いたての裏で更衣をお願いします。 　いたします。　メールにて関西支部へお問合せください。
　また、更衣室利用の際は必要最低限の荷物のみにし、更衣室に入らないラケットバッグ ＊フレンドシップマッチの組み合わせは当日（9/19）抽選予定です。9/19　
等は持ち込まない様にお願いします。 　（月祝）10：00までに更衣の上集合してください(受付開始は9:45頃予定)。更衣は控
※刺青（タトゥ-)されている方は更衣室やシャワーは使用できません。　　　　　 　え室にて、9:30頃～可能です。初戦および決勝は3ゲームマッチ、それ以外
　　（但し、眉墨は除く。） 　は1ゲームマッチを予定しております。※進行により変更の可能性あり

＊対戦マッチは15分制限内で内容は本人同士（参加者と対戦者）で要交渉。
<控室>　ジストホール　他　（9/18はスクールロッカーになります）当日ご案内 　詳しくは当日のお楽しみ。　9/19（月祝）11：30まで集合。

＊フレンドシップ部門は参加人数により当日多少の変更可能性あります。
　（基本は要項どおりです）

■競技上の注意
＊本大会のルールはＷＳＦとＪＳＡのルールに則って行います。尚、ドローは ■小学生以下の皆さんへ　（保護者の方はご注意下さい。）
　平成28年8月10日現在のＪＳＡジャパンランキングを使用して作成しております。 ＊小学生以下の方は一般のロッカーが利用できません。更衣はスクールロッカーも
＊選手権部門の試合形式は11点ラリーポイント（タイブレーク方式）。選手権 　しくは控え室での更衣となります。
　は男子は本戦より女子は予選決勝より５ゲームマッチ、それ以外の予選は３ゲ－ム ＊小学生以下の選手の方はクラブ内にいる間「選手証」を必ず見えるところに携帯
マッチで行います。 ※3位決定戦も５ゲームマッチ 　するようにお願いいたします。
＊試合の進行をスムーズに行う為、コート前には試合時間への余裕をもって集 ＊選手以外の小学生以下の方はコートサイドへ入れません。ロビー側の観客席よりご
　合くださるようご協力願います。 　観戦下さい。小学生でスカッシュコート後方での見学を希望する場合は「見学証」
＊試合開始時間５分をすぎてコートに入られない場合は棄権とみなします。 　を携帯することでコートサイドでの観戦が可能です。（但し、未就学児童は不可）

■アイガード ★フレンドシップ男女：追加募集予定です。
＊19才未満のジュニア選手のアイガードはカテゴリーに関係なく着用義務となっています。 　※別途方法に関してはＪＳＡホームページにてご案内いたします
　（尚、関西支部では貸し出し品はご用意いたしておりません。） 　Ｗエントリーの差額をお支払いします。本部にてお申し出ください。

■高機能タイツの着用禁止
詳しくは協会HPを参照ください。 ■チャリティーオークションを行います。詳細は当日本部にて
http://www.squash-japan.org/news/archives/4885 ※ＪＳＡ強化指定選手及び本戦上位選手にご協力よろしくお願いします

■交通費補助 関西オープンの結果、ドロー、他連絡事項などの最新情報は
要項にも記載しておりますが、エントリー者数が　合計130名を超えたため、 下記のホームページに掲載いたしますのでご注意ください。
ベスト１６全員に交通費補助金として一律1000円をお渡しします。 ツイッターなどで、結果配信予定です。

PC用　 http://www.squash-japan.org/
■大会還付金 twitter http://twitter.com/squash_k
要項に記載しておりますが、ＪＳＡ強化指定選手には、エントリーフィーの還付を下記の通り
ございます。大会当日、現金にて還付いたします。※棄権者は対象外 【連絡先】
・特別強化指定、シニア強化指定：（1）「関西オープン」(a)全額免除   ・関西支部（当日の）： 090-6668-6129　実行委員長浅野：090-3058-3380
・ジュニア強化指定　：（1）「関西オープン」(b)2,000円免除 ・関西支部専用e-mail ： info@squash-k.org
・強化指定候補（シニア/ジュニア）：（1）「関西オープン」(c)1,000円免除 (大会前後はできるだけ e-mailでの連絡をお願いします)

ドローおよび大会注意事項送付の件



浅野　裕子

選手権女子本戦

9/18（日） 9/19(月祝） 9/18（日）

松井　千夏 野口　祐可

11:30

(SQ-CUBE PRO)

13:35 14:00

(コナミ恵比寿)

15:40 16:05

16 14

11

13:35 14:00

13

松澤　彩香

14:00 14:25

(コナミ西宮) (Squash-Life)

15:30西尾　直子 月岡　葉
(OEC)

13:35 14:25

(九州医療スポーツ)

15:40

11:30

15

9

３位決定戦
池田　宏美 杉本　梨沙

14:00
(OEC) (順天堂大学)

16:05

12 10



選手権男子本戦

9/18（日） 9/19(月祝） 9/18（日）

机　龍之介 前川　拓也
(順天堂大学)

11:05 12:20

(コナミ西宮)

14:25 15:15

32 30

(ＰassionＢＢ)

12:15 12:15

大段　凛太郎 河原　健一
(セントラル広島)

11:30 12:45

(セントラル用賀)

17:00 17:00

17 19

11:30 12:20

ラッキールーザー 尾潟　祥汰

12:45

岩井　祐二 林　尚輝
(スカッシュマジック) (専修大学)

14:50 15:15

24 22

25 27

11:30

16:15清沢　裕太 G レイドラー
(スカッシュマジック)

11:55 12:45

(Free)

14:50 15:15

28

蓮池　隆之 青谷　正毅
(福岡大学) (SQ-CUBE横浜)

寺井　達哉 宮尾　昌明

26

17:00 17:30

21 23

11:55 13:10

(広島国際大学)

11:55 13:10

(セントラル一社)

14:50 15:40

20 18

岡田　賢
(セントラル広島) (エルスポーツ京都)

29 31
３位決定戦

12:20 13:10

14:45郡司　颯



9/18（日） 9/18（日）

選手権女子予選

9/17(土) 9/17(土)
青谷　美奈子 ハーディング　史子

(SQ-CUBE横浜)

18:00

(T.UNITED)

19:00妹尾　沙央梨

(SQ-CUBEさいたま)
16 14

呑谷　安己 芦谷　華瑛
(グンゼ川西)

13:40
(マスカット)

15:00

18:20

10：15

W/O 足立　美由紀

10：40

(広島修道大学)

13:40
(ボースト)

15:00
松本　裕美 阿世知　由加

(ボースト)

15:20
金本　美由紀 田中　尚子

(セントラル広島) (セントラル自由が丘)

平尾　芳美 内山　秀子

19:00

井上　昭子 藤原　智子
(コナミ西宮) (ルネサンス尼崎)

迫田　元子 高橋　かえで
(ルネサンス尼崎)

14:00
(大阪大学)

(T.UNITED)

18:20

(セントラル東戸塚)

19:20岡本　佳織

10：15

太田　ありさ

尾潟　美咲
(ジスト和歌山) (勝山中学校)

15:40
東　美保 櫻井　由美

11
川村　智美 井之上　千春

(ルネサンス相模大野)

14:00
(ボースト)

15:20

18:20 19:20

北川　知子

10：40

(広島修道大学)

14:00
(関西学院大学)

15:20
多根井　沙穂 澤村　三津子

(関西学院大学) (コナミ西宮)
9

(SHIN-SHIN) (iBEXスポーツ)

野々口　孝子 光宗　枝里子
(セントラル用賀)

18:40

(コナミ西宮)

田上　洋子 南　紗貴
(グンゼ川西)

14:20
(関西学院大学)

花田　亜紀
(ティップネス宮崎台) (OEC)

12 10
野口　愛 黒澤　由美子

19:20高木　あきみ

10：15

藤田　真友子

11：05

(エルスポーツ京都)

14:20
(SHIN-SHIN)

15:40
長岡　聖子

16:00
干場　美佳子 木下　純子

(SQ-CUBE札幌)

14:20
(セントラル稲毛海岸)

15:40

18:40 19:40

前田　英子 菊地　寛子
(ルネサンス尼崎) (セントラル住ノ江)

(T.UNITED) (メガロス調布)

川野　智子 小森　由香
(スカッシュマジック)

18:40

(T.UNITED)

佐々木　悠 羽田　祐子
(関西学院大学)

14:40
(ジュリア)

西森　美智子
(ＰassionＢＢ) (エポック中原)

13 15
W/O 佐野　留美 秋山　ゆかり

19:40上川　結衣

10：40

西田　裕江

11：05

(広島修道大学)

14:40
(ルネサンス尼崎)

16:00
野瀬　明美

(ルネサンス相模大野)

14:40
(ルネサンス尼崎)

16:00

19:00 19:40

豊島　千里

16:20
竹田　晴香 二瓶　雅美

前中　美由紀
(セントラル住ノ江) (ルネサンス尼崎)

(コナミ白石) (コナミ西宮)

坪川　苑加 八川　友紀
(大阪市立大学)

15:00
(大阪大学)



男子予選は全て9/17（土）

前田　憲哉
(ルネサンス尼崎) (広島修道大学)

32 28
鈴木　一裕 菅居　正光

選手権男子予選(1/2)　　

渋澤　直希 西　浩史
(コナミ西宮)

10：20
(ティップネス宮崎台)

11:00

16:20 16:40

中村　重夫

(ルネサンス相模大野) (コナミ西宮)

熊代　敦之
吉岡　純也 (ジスト和歌山)

11:20(エルスポーツ京都)

16:20

(ジ･アンタンテ)

10:20
(立命館大学)

11:00
西村　直高 福島　慎市

21
田村　嘉基

奥野　繁樹 (大阪市立大学)

11:20(セントラル住ノ江)
岡　方斉

17:00

有村　考史
17

菊池　収 (ルネサンス福岡香椎)
(エポック中原)

10:20

11:20

16:40 17:00

浜崎　高嗣 伊藤　知晃
(ＰassionＢＢ) (セントラル一社)

24

(コナミ西宮)

村上　瑛児 鷲津　彰
(マスカット)

10:40
(Team KAWAGOE)

20
植村　翔太 山下　大樹

(広島修道大学)

10:40
(大阪市立大学)

11:40
加藤　翔貴 米田　拓馬

11:40

16:40 17:00

藤森　悠司 鎌田　泰成
(関西支部) (大阪市立大学)

25

(立命館大学) (コナミ西宮)

清水　美希 P　メレット
(セントラル住ノ江)

10:40
(セントラル広島)

29
松下　泰和 安尾　昂大

(ジスト和歌山)

11:00
(大阪大学)

11:40
種村　柾俊 萩原　直

(コナミ西宮) (広島修道大学)



男子予選は全て9/17（土）

選手権男子予選(2/2)

井上　健太 佐野　友規
(広島修道大学)

12:00
(utari)

12:40

17:20 26
甚川　春夫 浅川　智仁

(ルネサンス尼崎)

12:00
(大阪大学)

13:00
東野　至圭夫 山本　博之

17:40

川西　晃樹 高柳　裕哉
(広島修道大学) (ルネサンス尼崎)

30

13:00

17:20 17:40

引本　佳生 土田　壮太郎
(ジスト和歌山) (コナミ西宮)

19

(Fujiyama) (ルネサンス尼崎)

菊澤　武 永田　順久
(ジ･アンタンテ)

12:00
(エスポ)

23
乙戸　信秀 植田　隼人

(ルネサンス東久留米)

12:20
(関西学院大学)

13:00
W/O F ヨアキム 中村　謙太

13:20

17:20 18:00

W/O 大村　友浩 中　秀史
(福大助監督) (ジスト和歌山)

22

(ジ･アンタンテ) (大阪大学)

浅井　俊哉 武本　清孝
(OEC)

12:20
(Disport)

18
W/O　M オースタン 川本　隆浩

(TAC)

12:20
(広島修道大学)

13:20
石原 慎平 上村　清和

13:20

17:40 18:00

宮崎　竜乃介 堀越　賢来
(立命館大学) (広島修道大学)

27

(コナミ西宮) (ルネサンス尼崎)

伊藤　和之 古川　悟史
(ティップネス宮崎台)

12:40
(コナミ西宮)

(修道中学高校) (コナミ西宮)

31
豊田　一貴 西田　裕樹

(関西学院大学)

12:40
(ルネサンス尼崎)

13:40
W/O　奥原　大貴 藤川　祥太朗
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↑シードではありません。 9/13現在リスト

フレンド女子　　9/19（月祝）

1 3

16 14

9 11

5 7

8 6

12 10

13 15

4 2

フレンド男子　9/19（月祝）
1 3

16 14

9 11

8 6

5 7

12

4

10

13 15

2

1 曽谷　真孝 グンゼ川西 1 藤田　伊津美 グンゼ川西 1 篠原　健一 コナミ西宮
2 篠原　健一 コナミ西宮 2 阪田　千鶴 コナミ西宮 2 阪田　千鶴 コナミ西宮
3 土岐　優生 ジ・アンタンテ 3 土岐　春陽 ジ・アンタンテ 3 和田　圭子 ジスト和歌山
4 土岐　幸誠 ジ・アンタンテ 4 日置　幸子 ルネサンス尼崎 4 松下　泰和 ジスト和歌山
5 中　秀史 ジスト和歌山 5 尾潟　美咲 勝山中学校 5 前中　美由紀 ルネサンス尼崎
6 伊藤　知晃 セントラル一社 6 佐田元　香純 神戸女学院大学 6 日置　幸子 ルネサンス尼崎
7 尼田　レイ 関西支部 7 服部　陽子 神戸女学院大学 7 平野　友紀子 神戸女学院大学
8 田尻　匡 大阪市立大学 8 中村　千秋 神戸女学院大学 8 北　敏子 グンゼ川西
9 上村　清和 ルネサンス尼崎 9 多田　百合香 大阪市立大学

10 10 北　敏子 グンゼ川西
11 11 島林 由布子 立命館大学
12 12 南　紗貴 関西学院大学
13 13 坪川　苑加 大阪市立大学
14 14 平野　友紀子 神戸女学院大学
15 15 高橋　かえで 大阪大学
16 16 佐々木 悠 関西学院大学

フレンド男子 フレンド女子 対戦マッチ

フレンドは9:30より受付にて
受付およびドロー抽選します
（更衣のうえおそくても10時までに
受付完了ください）
対戦マッチは11:30までに受付完了
ください。


