
こ のたびはエント リ ーをいただき あり がと う ございま す。
２ ０ １ ７ 年６ 月３ 日( 土) ～４ 日( 日) にエル・ ス ポーツ京都 ( 京都市左京区) にて開催さ れる 表題大会における 注意事項です
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。

大会会場:  エル・ ス ポーツ京都
京都市左京区一乗寺高槻町16

会場利用上の注意
・ 10: 00 前の更衣室の利用はでき ま せん。
・ 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。
・ 食事は菓子類を含め全て禁止です( 但し エルス ポーツ内での販売品を除く ） 。 飲料は可。
・ 着替え時は必ずロ ッ カーキーを大会受付で借り てく ださ い。 ロ ッ カーキーを借り ずに4 階更衣室を利用こ と は禁止です。
・ 刺青ある 方は更衣室やシャ ワ ールームを使用でき ま せん。

表彰について
　 男子： 優勝、 準優勝、 ３ 位
　 女子： 優勝、 準優勝、 3位

競技上の注意
・ 原則と し て勝者チームレ フ リ ー、 敗者チームマーカー制を採用し ま す。
・ 本戦は３ ゲームマッ チ、 プレ ート 戦は１ ゲームマッ チと し ま す。
・ 本戦はノ ッ ク アッ プは90秒でサイ ド チェ ンジ、 プレ ート 戦は60秒でサイ ド チェ ンジと し ま す。
・ 服飾規定はJSA 規定のも のに従いま す。 ただし 、 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。
○棄権について
・ 『 試合開始（ 整列） 時』 に、 １ 番目の選手については、 不在の場合失格（ 棄権者扱い） と いたし ま す。
※チームの勝敗と は関係なし に棄権の選手の代理を相手チームが指名し て試合をする こ と ができ ま す
※初戦以外で代理選手と 試合をする 場合は1 ゲームマッ チと し ま す。
○メ ンバー変更について
・ 登録メ ンバー変更は初日の試合開始前（ 初戦） 迄なら 1 回に限り 可能です（ その後は不可） 。
※ ただし 、 JSA選手登録済みの方である こ と が条件。 事後受付はし ま せん。

問い合わせ先
日本ス カッ シュ 協会　 関西支部

棄権の連絡はお早めにメ ールにて連絡を、 お願いいたし ま す。
大会当日の場合は、 大会会場ではなく 、 上記の電話番号へご連絡をお願いし ま す。

TEL:  090-6668-6129（ 大会当日のみ）

2017年5月吉日

日本ス カッ シュ 協会　 関西支部

理事長 　 足立　 美由紀

大会実行委員長 　 上野　 修司

2017年度ク ラ ブカッ プ（ オープン団体戦） 　 注意事項

E-mai l :  i nf o@squash-k. or g



２０１７年度クラブカップ　対戦表
男子はトーナメント戦（プレート戦有り）、女子はリーグ戦＋優勝決定戦／３位決定戦。
進行状況により、試合開始時刻が早まる場合があります。

１．トーナメント

　 　

　 　 　
│

　 　

　 　

　 　
│

　 　

２．プレート戦
プレート戦は１ゲームマッチです。

　
│

１．リーグ戦
※各チームとも初日２試合、２日目１試合。下線（女子２−●）が２日目。

サクラゆっち
ニックマウス
少しやってみます？！
土岐家女子＆師匠

※リーグ戦の順位決定について
１．チームの勝利数
２．メンバー全員の得失試合差　（１が同じ場合）

３．メンバー全員の得失セット差　（１、２が同じ場合）
４．メンバー全員の得失点数差　（１、２、３が同じ場合）
５．くじ引き　（１、２、３、４が同じ場合）

２．優勝決定戦：　リーグ戦の１位対２位

│
　 　

３．３位決定戦：　リーグ戦の３位対４位

│
　 　

男子

ルネアマレジェンド3／5 SQKCZ
男子１−５ 男子１−４

KGふぁいたーず
男子１−１

若者二人とおじさん一匹
男子２−１ 男子決勝 男子２−２

6/3（土） 6/4（日） 6/3（土）

ＢＹＥ 男子１−６敗者が初戦敗退の場合

男子Ｐ２

男子１−５敗者が初戦敗退の場合 ＢＹＥ
男子Ｐ３ 男子Ｐ４

男子１−１の敗者 男子１−４の敗者
男子Ｐ１

男子１−３ 男子１−６
きんきんさんと仲間たち チーム 106

土岐家男子
男子１−２

関西大学ＯＢ96

膝関節が玄界灘

Kamerad

サクラゆっち ニックマウス 少しやってみます？！ 土岐家女子＆師匠

女子１−１
女子１−３ 女子２−２

女子１−１ 女子１−３
女子２−２

女子１−２
女子１−４
女子２−１

男子１−３の敗者 男子１−２の敗者

女子

男子３決

女子決勝

女子３決

プレート決勝

6/3（土）

6/4（日）

6/4（日）

女子２−１ 女子１−４ 女子１−２



２０１７年度クラブカップ　タイムテーブル ２０１７年度クラブカップ　チームリスト

6/3（土）
Bコート Cコート Dコート 西田　裕樹 ルネサンス尼崎

10:00 高柳　裕哉 ルネサンス尼崎
10:20 石原　慎平 コナミ西宮
10:40 谷崎　眞一 福大助監督
11:00 加藤　翔貴 立命館大学
11:20 吉岡　純也 エルスポーツ京都
11:40 永江　達也 SQKC
12:00 堀　英陽 Team Z
12:20 泉　将一郎 Team Z
12:40 渋澤　直希 コナミ西宮
13:00 相川　聖司 コナミ西宮
13:20 郡　洋平 コナミ西宮
13:40 丹羽　拓史 SSB
14:00 土田　壮太郎 コナミ西宮
14:20 安藤　淳哉 コナミ西宮
14:40 岡　方斉 コナミ西宮

15:00 男子Ｐ１ 男子Ｐ２ 鈴木　一裕 アンタンテ

15:20 江上　真博 ルネサンス住之江
15:40 土岐　優生 夢野台高校
16:00 土岐　聡 関西支部
16:20 土岐　幸誠 小部東小学校
16:40 篠原　健一 コナミ西宮
17:00 プレート決勝 高橋　勇太 エスポ
17:20 林　祥一 コナミ西宮
17:40 吉岡　聖 関西学院大学
18:00 橋本　雄貴 関西学院大学

日比　皓介 関西学院大学
上野　修司 関西支部

6/4（日） 松野　隆之 関西支部
Bコート Cコート Dコート 内田　満雄 コナミ西宮

10:00
10:20 高木　あきみ エルスポーツ京都
10:40 中田　裕子 ボースト
11:00 井手口　尚子 ルネサンス住之江
11:20 藤原　智子 ルネサンス尼崎
11:40 井上　昭子 コナミ西宮
12:00 西田　裕江 ルネサンス尼崎
12:20 浅野　裕子 コナミ西宮
12:40 奥村　彩子 ボースト
13:00 柴崎　洋子 コナミ西宮
13:20 松本　裕美 ボースト

13:40 土岐　春陽 神戸国際中学校
14:00 土岐　薫 関西支部
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40 　
17:00
17:20 　
17:40
18:00

ニックマウス

女子１−３ 女子１−４

女子３

女子２−１ 女子２−２

男子２−１ 男子２−２

男子１ ルネアマレジェンド3／5

男子２ チーム 106

男子３ SQKCZ

男子４ きんきんさんと仲間たち

男子５ Kamerad

少しやってみます？！

女子４ 土岐家女子＆師匠

男子１−１ 男子１−２

男子１−３ 男子１−４

男子１−５ 男子１−６

女子１−１

男子６ 膝関節が玄界灘

男子７ 土岐家男子

男子８ 若者二人とおじさん一匹

男子９ KGふぁいたーず

男子１０ 関西大学ＯＢ96

女子１ サクラゆっち

女子１−２

女子２

男子Ｐ３
※Ｐ１が無い場合

は15時から

男子Ｐ４
※Ｐ２が無い場合

は15時から

表彰式

女子３決

女子決勝 男子３決

男子決勝


