
平成２９年８月吉日

日本スカッシュ協会　中部支部
大会実行委員　吉永正章

この度は第７回中部選手権大会にご参加いただきましてありがとうございます。
中部のスカッシュ競技者様、多くの方のご参加およびご協力とご理解に大変感謝をしております。
さて本大会は平成２９年９月１７日～１８日にエスポ浜松様を会場としております。
大会ドローおよび大会注意事項をご案内いたします。

◆会場ご利用について
・開場は両日ともに１０時より開場いたします。それ以前のご入場は出来ません。
・ご観戦、応援はご自由にいただけます。
・飲食については会場所定の場所でお願いいたします。

◆競技について
・選手権は男女ともに全ての試合が５ゲームズです。マスターズ、フレンド、新人は３ゲームズです。
・ルールおよび服装はＪＳＡ規定となります。服装について選手権男女は厳守となります。
・選手権男女のシード順は２０１７年８月１０日のジャパンランキングをもとに作成しております。

◆連絡先および棄権について
・棄権される方は下記連絡先までご連絡願います。
スカッシュ協会中部支部　吉永正章
電話番号　０７０－５５９０－４２１５
メール　magic０９１２８３＠yahoo.co.jp

第７回中部スカッシュ選手権大会ドロー



※すべて５ゲーム

吉永　正章 東野　至圭夫
（スカッシュマジック） (Fujiyama)

吉田　雅弘 柴田　清吾
（セントラル一社） (スプラッシュ)

岡田　剛 加藤　綸
(スプラッシュ) (スプラッシュ)

大橋　亮 石橋　敬介
(エスポ) (スプラッシュ)

中村　篤志 山内　貴暉
（セントラル一社） （セントラル一社）

味岡　嗣雅 鈴木　慎悟
（中部支部） （セントラル一社）

清野　裕司 永田　順久
（iBEXスポーツ） (エスポ)

仲安　順哉 乗末　朋美
（スカッシュマジック） (Fujiyama)

高須　敦也
（中京大学）

小林　昌一 佐野　陽一
(エスポ) （セントラル一社）

小野　元章 山下　丈一
(エスポ) (Fujiyama)

畑　尚樹 山下　隆之
(エスポ) (Fujiyama)

乙部　航平 伊藤　知晃
（中京大学） （セントラル一社）

深田　聡 高橋　勇太
(エスポ) ３位決定戦 (エスポ)
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【　選手権男子　９月１７日＆１８日　準決勝と決勝、３位決定戦は１８日　】
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※すべて５ゲーム

３位決定戦

※すべて３ゲーム

(セントラル一社) (ルネサンス三軒茶屋)

(セントラル千種)

ジヨーンズ ガレフ
（愛知工業大学） (ティップネス宮崎台)

斎藤　裕

古谷　真香人
(ルネサンス三軒茶屋) (東武スポーツ)

鈴木　亜希子
(エスポ)

11:00

【選手権女子】　９月１７日（日）

川口　巧真
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齊藤　佑紀

平井　清一
(ウェルネス)

青山　正昭
（コナミ恵比寿）

中村　愛子
(セントラル一社)

瀧戸　彩
(スプラッシュ)

島田　千亜紀
(セントラル千種)

鈴木　ゆきよ
(エスポ)
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(セントラル一社)

野田　えり
(セントラル千種)

（中部支部）

大島　美也子
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【フレンド男子】　９月１８日（月）

松本　幹夫

野村　昌誉

大貫　知久

潤　大司

(ウェルネス)

(セントラル千種)



３位決定戦

15:30

13:30 13:45

フレンド男子　プレート　９月１８日（月）
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３位決定戦

(セントラル千種)

３位決定戦

【新人男子】　９月１８日（月）
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フレンド男子　プレート　９月１８日（月）
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溝口　拓夢 堀池　由朗
(ウェルネス) （名古屋大学）

（名古屋大学）

新美　喬士

梅本　涼 島戸　崇文

磯田　龍矢

（名古屋大学） （名古屋大学）

（名古屋大学）

大田川　駿也 松本　幹夫

10:45

（名古屋大学）
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フレンド女子　プレート　９月１８日（月）
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倉田　敬子

林　由美子

中村　明日香

11:45

【フレンド女子】　９月１８日（月）
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(ルネサンス三軒茶屋)

(セントラル一社)

(エスポ)

(セントラル千種)

（セントラル用賀）

(セントラル千種)

鈴木　ゆきよ

大津　智香

野田　えり



※すべて３ゲーム
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深田　聡 伊藤　知晃
(エスポ) （セントラル一社）

越渕　陽子 潤　大司
(Fujiyama)

ジヨーンズ ガレフ 岡田　剛
(スプラッシュ)

平井　清一 中村　愛子
(ウェルネス) (セントラル一社)

野村　昌誉 山下　丈一
(Fujiyama)

中村　篤志 古谷　真香人
（セントラル一社） (東武スポーツ)

柴田　清吾 山田　晴彦
(スプラッシュ) (Fujiyama)

山下　隆之 青山　正昭
(Fujiyama) (コナミ恵比寿)

島田　千亜紀 倉田　敬子
(セントラル千種)

大橋　亮 乗末　朋美
(エスポ) (Fujiyama)
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【マスターズ混合】９月１７日＆１８日（１回戦と２回戦まで１７日、他は１８日）
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