
 

第３3 回千葉県スカッシュ選手権大会 

【 第 46回全日本スカッシュ選手権大会予選会 】 

第 26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≫ 

 

                               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 33 回千葉県スカッシュ選手権大会」並びに「第 26 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 15 日（土）・16 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。 

 

大 会 注 意 事 項 

 競技上の注意  

１．本大会は J.S.A のルールを採用致します。 

競技方法  ラリーポイント１１点（タイブレーク方式） 

・千葉県選手権大会…《選手権男女》・・・５ゲームスマッチ 

・千葉県大会…《フレンド、マスターズ、ジュニア》・・３ゲームスマッチ 

・試合球は ダンロップ レベレーションプロ を使用します。 

２．試合時間が早まる事も予想されますので、開始予定時刻の３０分前までに 

大会本部にて受付して下さい 

※ 予定開始時間 5 分を経過してもコートにいない場合は棄権とみなします。 

  当日の連絡は下記連絡先まで連絡ください。 

３．審判は原則として勝者審判、敗者マーカーとします。出来ない場合は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」のでご注意ください。 

５．アイガード着用を推奨いたします。（ジュニア選手は必ずアイガード着用でお願いします。） 

６． 本大会開催中の事故・怪我・盗難等については、主催者、施設側は一切の責任を負いかねますの

で、自己の責任において処理していただける様にお願い致します。 

 

大会当日連絡先：090-2672-4169（土田） 



会場利用上の注意 

 

・大会期間中、出場者はスカッシュコート以外の施設をご利用することは出来ません。 

会場の利用にあたってはクラブの会員の方にご迷惑のかからないよう、マナーを守ってご利用下さい。

また、大会参加者の駐車場のご利用は出来ません。 

・荷物は指定の場所に置き、貴重品の管理は各自で行って下さい。またシャワーを利用する場合は大き

なバッグは持ち込まず、必要な荷物だけ持ってロッカーをご利用下さい。 

・お食事はクラブ指定の場所でおとり下さい。 



選手権男子
１R 2R ３R QF SF Ｆ SF QF ３R 2R １R

清田　孝之 高橋　一斗

（東武スポーツ） （J）

高橋　慎二 金木　礼仁

（Ash） （鋸南クロススポーツクラブ）

小坂　将也 佐竹　航平

（順天堂大学） （T-make's）

佐久間　たかし 河野　航大

（海ほたる） （順天堂大学）

平野　蓮 松岡大起
（鋸南クロススポーツクラブ） （ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安）

古賀祥郁 松井　啓徒

（学習院大学） （鋸南クロススポーツクラブ）

河野　宏明 森　和史

（順天堂大学） （千葉工業大学）

加藤　豪 鈴木　公人

（J） （ｾﾝﾄﾗﾙ稲毛海岸）

鎌倉　洋一 五百住守

（Ash） （順天堂大学）

三橋　拓也 石井　寛也

（ｾﾝﾄﾗﾙ八千代台） （鋸南クロススポーツクラブ）

小谷内　正人 金丸　陽広

（T-make's） （順天堂大学）

仲田　大輝 鈴木　海音

（日本体育大学） （鋸南クロススポーツクラブ）

山口　直宏 木暮　健人

（T-make's） （順天堂大学）

高田遥世

（セントラルポート） 村田　鉄馬

石川　星朗 （順天堂大学）

（順天堂大学）
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選手権女子
1R QF SF Ｆ SF QF 1R

黒澤　由美子
（セントラル稲毛海岸）

黄原　ますみ

（ボースト）

松永青葉

（順天堂大学）

井手　友紀子 野田郁子

（順天堂大学） （セントラル千葉）

小野　則子 武石　望

（セントラル青砥） （順天堂大学）

15:15

川尻　亜季 平野　未悠

（順天堂大学） （鋸南クロススポーツクラブ）

玉川　陽子 緑川　あかり

（順天堂大学） （セントラル稲毛海岸）

岸田藍 秋元沙織

（順天堂大学） （順天堂大学）

脇坂　春佳 藤縄　あゆ美

（順天堂大学） （ｾﾝﾄﾗﾙ市川）
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1R QF SF SF QF 1R

金木　礼仁 出口　清之
（鋸南クロススポーツクラブ） （ｾﾝﾄﾗﾙ千葉）

小粥　敦博 柳谷　登志雄
（セントラルﾎﾟｰﾄ） （順天堂大学）

小山　昌孝 松岡　洋樹
（ｾﾝﾄﾗﾙ八千代台） （セントラルﾎﾟｰﾄ）

山口　真司 高田　遥世
（ｾﾝﾄﾗﾙ千葉） （セントラルﾎﾟｰﾄ）

池田　耕惇 蛯名　哲哉
（セントラルﾎﾟｰﾄ） （ｾﾝﾄﾗﾙ稲毛海岸）

米山　遥斗 松井　啓徒

（鋸南クロススポーツクラブ） （鋸南クロススポーツクラブ）
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柴田真奈

（ｾﾝﾄﾗﾙ八千代台）
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鈴木愛海 市川雅子

（全て16日）

14:10

（鋸南クロススポーツクラブ）

12:30

（鋸南クロススポーツクラブ）

吉川由稀

福本まどか

（鋸南クロススポーツクラブ）

（ｾﾝﾄﾗﾙ稲毛海岸）
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14:10

13:50

米山　遥斗
（鋸南クロススポーツクラブ）

小粥　敦博
（セントラルﾎﾟｰﾄ）

池田　耕惇
（セントラルﾎﾟｰﾄ）

13:30

山口直宏
（セントラル稲毛海岸） （T－make's）

マスターズ男子O45（全て16日）

小山昌孝
（海ほたる） （セントラル八千代台）

12:10 12:10

佐久間たかし

　　　　　　　　　　蝦名哲哉

小野則子
（ｾﾝﾄﾗﾙ市川） （セントラル青砥）

13:50

マスターズ女子O45 （全て16日）

野田郁子
（セントラル稲毛海岸） （セントラル千葉）

11:50 11:50

　　　　　　　　　　黒沢由美子

　　　　　　　　　　　　　長嶺博世

勝敗

　　　　柴田真奈
（鋸南クロススポーツクラブ）

13:10

福本まどか
（鋸南クロススポーツクラブ）

　　　　鈴木愛海 吉川由稀
（鋸南クロススポーツクラブ） （ｾﾝﾄﾗﾙ稲毛海岸）

11:30 11:30

13;10

順位（鋸南クロススポーツクラブ）（セントラルﾎﾟｰﾄ） （セントラルﾎﾟｰﾄ）

14:50 10:00

米山　遥斗 小粥　敦博 池田　耕惇

ジュニア女子U13 

13:30

ジュニア男子U13 （全て16日）

（全て16日）


