
2017年3月吉日

このたびは本大会に多数のエントリーをいただきありがとうございます。
選手の皆様は下記の注意事項をご覧いただきご参加くださるようお願いいたします。

【大会】
名称：第13回関西アンダースカッシュ選手権大会（アンダー23のみ　(公社）日本スカッシュ協会公認）
日程:2017年4月1日(土)-2日(日)
大会会場: エル・スポーツ京都 住所：京都市左京区一乗寺高槻町16 ＴＥＬ：０７５－７２３－２２１１

【会場利用上の注意】
■18歳未満の方は会員用ロッカーおよびシャワールームを利用できません。スイミングスクールロッカーでの更衣のみとなります。
　（スイミングスクールロッカーは：スタッフがご案内します。シャワー利用希望者は水着着用者のみ可能。プール入水不可）※水着はご持参ください

■10:00 前の更衣はヨガスタジオで女子のみ、もしくは1Ｆ荷物置き場（共用）利用でお願いします。
・会場には大会参加者用の駐車スペースはありません。ただしエル・スポーツ京都の会員は除きます。
・タオル貸し出しは行っておりません。
・館内での飲食は指定された所以外は禁止されていますのでご協力願います。（館内で売っている物以外の食事は不可。飲み物は可能。）
・荷物は選手控室（または指定された場所）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。
・その他は当日の大会スタッフの指示に従って、クラブ内の利用をしていただきますようお願い申しあげます。

■スカッシュプレーヤーとして、会場内では節度のある態度を取って頂き、マナー面に関しては充分に理解して頂く様、重ねてお願い致します。

【競技上の注意】
・男女アンダー23 部門はベストオブ5 ゲームズマッチ、男女アンダー21部門は決勝をのぞきすべてベストオブ3 ゲームズマッチの
ラリーポイント11点タイブレーカールールです。
・アンダー19のリーグは全て3ゲームマッチにて行います。
ノックアップ：5ゲーム　2分半交代、3ゲーム　90秒交代でお願い申し上げます。
・原則として勝者レフリー、敗者マーカー制を採用しますので、ご自身でできない場合は責任をもって代理人をたててください
※男女G1/G2の準決勝以降のレフリーは事務局で準備いたしますがご協力いただけるかたはお申し出ください。（プレート除く）

■男子はポロシャツ若しくはゲームシャツ（綿Tシャツは不可）※ゲームシャツ（前方にファスナーが付いているが、襟無しのもの）、短パン。
女子は上下コーディネートされたものを着用してください。男女ともスパッツのみは不可、短パンやスコートの下のスパッツは可。
・19 歳未満の選手にはアイガード着用を義務付けます。貸し出しはできないので必ずご持参ください。
・ 試合の進行上、試合開始が早まる場合がありますので、試合開始30 分前には試合会場にて待機願います。特にプレート
戦の試合数が不定のため空き枠が生じる可能性があります(予定では可能性のある最大枠をとってあります)。
※他の大会シャツは不可です。またメーカーのロゴが大きいものも不可です（ロゴサイズはＪＳＡホームページ参照）

★高機能タイツ着用不可
服装規定の追加事項*高機能タイツの着用について下記ＵＲＬご参照のうえ、ご参加をお願いします
http://www.squash-japan.org/news/archives/4885

【大会結果速報】
・随時、下記の関西支部ツイッターなどで掲載予定です。最終的には日本スカッシュ協会　ホームページにて掲載予定
※近日中にFacebookも立ち上げ予定

【連絡先】

日本スカッシュ協会関西支部事務局

電話番号（大会当日のみ）: 090-6668-6129 　　メール: info@squash-k.org 
※棄権をされる方は必ず棄権が決まった時点で連絡を下さるようお願いします。

※できるだけ、メールにてご連絡をお願い申し上げます。

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　　加藤　翔貴

第13回関西アンダー　スカッシュ選手権大会　ドロー送付

http://www.squash-japan.org/news/archives/4885


4/1(土） 4/1(土）

第13回関西アンダー　スカッシュ選手権大会 注意事項

U23選手権女子

4/2（日）

清水　沙梨奈 池田　みず穂
(スカッシュマジック)

11:15 11:15

(藤女子大学)

半田　晴怜菜

13:25

11:40

中村　千秋

13:25

服部　陽子
(福岡大学) (神戸女学院大学)

14:15 14:15
降幡　あかり 大高　南帆
(立命館大学) (龍谷大学)

アンダー19

三浦　彩音
(神戸女学院大学) (大阪大学)

竹内　優 坪川　苑加
(立命館大学) (大阪市立大学)

15:10
坂田　みなみ 古内　まりな
(北海道大学) (藤女子大学)

14:15 14:40

11:15

３位決定戦

15:10

すべて５ゲームマッチ

土岐　優生 山内　貴暉 尼田　琉禅 尼田　羚 土岐　幸誠 土岐　春陽 結果 順位
夢野台高校 セントラル一社 関西支部 関西支部 小部東小学校 神戸国際中学校

土岐　優生 4月1日 4月2日 4月2日 4月2日 4月1日

夢野台高校 11:00 10:00 12:10 14:15 17:30

山内　貴暉 4月1日 4月2日 4月2日 4月2日

セントラル一社 17:10 10:00 12:40 14:20

尼田　琉禅 4月1日 4月2日 4月2日

関西支部 11:00 14:20 12:40

尼田　羚 4月1日 4月2日

関西支部 17:15 10:00

土岐　幸誠 4月1日

小部東小学校 11:15

土岐　春陽

神戸国際中学校

※今回は参加人数の都合上、男女合併とさせていただきました。
すべて３ゲームマッチです

アンダー19



第13回関西アンダー　スカッシュ選手権大会 注意事項

U23選手権男子

4/1(土） 4/2（日） 4/1(土）

村山　知嶺 加藤　翔貴
(早稲田大学)

14:40 16:00

(立命館大学)

今田　至洋

19:15 20:15

清遠　翔太
(立命館大学) (早稲田大学)

(中京大学)
14:40 16:20

(大阪市立大学)

大熊　祐大 塙　和輝

10:15 10:40
浦　弘樹 吉岡　聖

(北海学園大学)

11:40 12:10

(関西学院大学)

乙部　航平 神野　崚佑

(日本体育大学) (東京農業大学)

13:50 13:50

椛島　良太 泉　和希
(福岡大学)

15:05 16:20
(東北大学)

16:25
(立命館大学)

上條　嵩英 佐藤　滉斗
(東北大学) (旭川教育大学)

19:15 20:15

吉田　貴博 野元　錬
(大阪市立大学) (福岡大学)

桐木　勇人 芳野　尚吾
(大阪大学)

15:05

金丸　陽広
15:40

(順天堂大学)

15:30

小坂　将也

16:45
(順天堂大学)

広瀬　耕大

19:45 20:45

(日本体育大学)
15:30 16:45

(大阪市立大学)

酒井　源志 菅原　陸

(立命館大学) 俣野　優斗
10:15 (立命館大学)

高田　佑太
(北海道大学)

11:40 12:10

今町　友 小田　直矢

三崎　裕太 富谷　淨信
(早稲田大学) (立命館大学)

栗山　淳喜 小森　健太郎

(大阪大学) (北海学園大学)

松岡　哲平 櫻井　裕太
(立命館大学)

15:55 16:50
(早稲田大学)

19:45 20:45
(北海道大学) (早稲田大学)

10:30 10:40

15:55 17:10

竹森　建汰 得田　祐介
(立命館大学) (立命館大学)

すべて５ゲームマッチ

３位決定戦

森　和史 黄田　勇河

15:40
(千葉工業大学) (TAC)



決勝のみ５ゲームマッチ、他３ゲームマッチ

4/2（日） 4/1(土）4/1(土）

U21フレンド女子

岩田　みろく 降幡　あかり
(関西学院大学)

17:30 17:45

(立命館大学)

山口　果奈

10:15 10:30

樺島　杏実
(関西学院大学)

(神戸女学院大学)

11:15 12:00
(福岡大学)

堀部　彩晴 井上　葵

(関西学院大学)
11:30

(立命館大学) (関西学院大学)

12:55 12:55

近東　佳奈 竹野　友梨
(関西学院大学)

11:30

井元　愛

山下　明日香 原田　咲季
(神戸女学院大学) (関西学院大学)

池田　朱那 田中　美沙希

穐山　京佳

17:30 18:00

土岐　春陽

(大阪大学)

17:45 18:00

(関西学院大学)

12:00
(大阪大学)

12;15
(関西学院大学)

北村　志保

14:35

(福岡大学)

三浦　彩音 山中　苑
(大阪大学)

11:45 12:15
屋比久　季葵

(関西学院大学) (関西学院大学)

10:15 10:30

新津　彩 山下　華穂
(関西学院大学)

11:45 12:15
松石　英莉那

河合　榛名 西本　涼香

中島　菜緒
(福岡大学) (神戸女学院大学)

12:30

(神戸国際中学校)

14:35

(立命館大学)
12:00

半田　晴怜菜
３位決定戦

(福岡大学)

18:15

渕上　夏実 長山　由奈
(福岡大学) (関西学院大学)

(福岡大学)

17:45



4/1(土） 4/1(土）4/2（日）

決勝のみ５ゲームマッチ、他３ゲームマッチ

藤屋　皓一
(関西学院大学)

10:00 10:00
(関西学院大学)

奥村　湖太郎 花岡　裕介

13:10 13:10

田尻　匡 末友　浩基
(大阪市立大学)

12:45

(関西学院大学)
12:45 13:45

(関西学院大学)

竹森　建汰 得田　佑介

13:30

U21フレンド男子

土岐　優生 野元　錬
(夢野台高校)

12:30 13:15

(福岡大学)

川瀬　友貴

18:15 18:45(エルスポーツ京都)

10:45 11:00

(中京大学)

平井　優貴 佐々木　健登
(関西学院大学)

12:30 13:30
(関西学院大学)

橋本　大輝 吉岡　聖
(大阪大学) (関西学院大学)

(大阪市立大学)

18:30 19:00

佐藤　悠介 濱田　祐輔
(関西学院大学) (関西学院大学)

安部　善行 西村　俊輔

(立命館大学) (立命館大学)

14:50
菅　勇太 今田　至洋

(福岡大学)
12:45 13:45

(立命館大学)

18:30

13:00 14:00
(関西学院大学)

土岐　幸誠 田中　健太郎
(小部東小学校) (大阪大学)

19:00

藤本　竜輝 矢倉　嵩士
(関西学院大学) (関西学院大学)

10:45 11:00

谷　遼典 佐藤　伸哉
(関西学院大学)

日比　皓介 高須　敦也
(関西学院大学)

13:00 14:00
(中京大学)

18:45
19:00

横手　倫也 橋本　雄貴
(立命館大学) (関西学院大学)

山内　貴暉
西祖　拓実

10:15
(セントラル一社)

(関西学院大学)

13:15

14:00

魚谷　航平
尼田　羚 (関西学院大学)

３位決定戦
(関西支部)

今町　友

14:50
(日本体育大学)


