
       （公社）日本スカッシュ協会定時社員総会報告

                  公益社団法人日本スカッシュ協会

  平成 28 年 6月 12 日に開催されました「公益社団法人日本スカッシュ協会

平成 28 年度定時社員総会」におきまして、下記の議事が検討されましたの

でご報告致します。

  議事 ：   1、平成 27 年度事業報告並びに財務諸表⇒承認

2、平成 28 年 29 年度役員案⇒一部否承認

報告事項：  1、ＪＳＡ中期活動目標（2016 年～2021 年）

2、平成 27 年度アクションプラン活動報告

3、平成 28 年度事業計画並びに予算の報告

4、平成 28 年度正会員、顧問、運営委員、大会・委員会担当者

報告⇒一部変更の可能性あり

5、2020 東京五輪スポーツ・ラボ事業について

6、世界スカッシュ連盟臨時総会報告                              

  （公社）日本スカッシュ協会は、公益法人としての適正な運営とオリンピ

ック競技入りを目指して積極的な活動に全力投球してまいりました。

議事の第 2 項につきましては、運営規則第 9 条に基づき理事会が作成して提

案した理事候補者名簿の内一部の理事が承認されませんでした。それにより、

定款第 19 条の理事の定員「10 名以上 15 名以内」を満たす事が出来ません。

従いまして、定款第 26 条第 4 項に基づき新たに選任された者が就任するまで

は、現行の体制を継続することとなります。

つきましては、6 月 25 日に臨時理事会、7 月 16 日に臨時総会にて新たな役員

選出が行われます。

立候補されます方は、運営規則第 9 条により正会員 3 名のそれぞれ独立した

書面による推薦状と立候補届けとを、6 月 22 日（水）午後 5 時必着にて協会



事務局にお送り下さい。

報告事項としましては、理事会にて承認済の 2016 年から 2021 年の中期活動

目標や、スカッシュの開催地公募予定の 2020 年東京五輪スポーツ・ラボにつ

いて等、正会員の皆様に報告致しました。

  

  執行部体制の変更に伴い、一部の業務が滞り皆様にご迷惑をおかけする事

があるかもしれませんが、引き続きオリンピックに相応しい「スカッシュ」

への応援を何卒宜しく御願い致します。



平成 27 年度 事業報告 
公益社団法人日本スカッシュ協会 

 

（1）スカッシュ競技の普及に関する事業 
① スカッシュデー・スカッシュウィークの実施 

主催：（公社）日本スカッシュ協会 
主管：全国のスポーツクラブ及び地区支部等 
日程：＜スカッシュデー＞平成 28 年 2 月 11 日 

＜スカッシュウィーク＞平成 28 年 2 月 5 日～14 日 
会場：全国のスポーツクラブのスカッシュコート等 
目的：スカッシュの楽しさをより多くの方々に体験して頂きスカッシュの一層の普

及を目的とする。 
対象：一般の方、どなたでも。 
参加人数：全国 18 カ所で 1,288 名参加 
成果：北海道から九州まで全国各地でスカッシュの大会やイベントを開催して 
   スカッシュによる交流を図り、協会ＨＰにて発表した。 

② 広報活動 
イ） 広報機関誌＜ＳＱＵＡＳＨ＞の発行（年 2 回を予定） 

Vol．77 （夏の号）7 月 27 日発行 
Vol．78 （冬の号）平成 28 年 2 月 20 日発行 

ロ） 協会ホームページの運営 
ハ） 体育協会記者クラブ等マスコミへのプレスリリース等情報発信 
ニ） 記者会見等の開催 

＊東京 2020 オリンピック競技大会追加種目ショートリスト 8 種目入りの発

表を受けて、6 月 22 日スパ白金にて記者会見を実施。 
＊8 月 7 日 8 日東京五輪組織委員会の世界スカッシュ連盟（ＷＳＦ）へのヒ

アリングを経て、9 月 28 日追加種目発表時に（一財）日本スポーツマンク

ラブ財団にて記者会見を実施。残念ながら追加種目入りならず。 
③ 大会等のスポンサー対策及び増進 
④ 環境対策委員会にて JSA エコプロジェクトを推進 
⑤ エアースカッシュを活用した全国キャラバンを実施（別紙資料参照） 

全国 12 カ所で開催。1,283 名の参加がありスカッシュの普及に貢献。 
 

（2）スカッシュ競技の競技力の向上に関する事業 
① スカッシュの普及と競技力向上に関する事業と「スカッシュ応援募金」活動 

目的：アジア競技大会でメダルが取れる選手の育成強化と普及を目的とする。 
対象：選手強化活動とコーチ養成の活動及び新たなジュニア選手の発掘育成を 

対象とする。 
内容： 
イ） ナショナル強化プロジェクトチームによるJSA強化指定選手の競技力向上 

と、普及活動による選手発掘育成強化 
ロ） 協会ＨＰや全国地区支部、協会の大会等に於けるスカッシュ応援募金活動 

 



② ナショナルスカッシュ強化練習会及び合宿の開催 
 イ）ナショナルトレーニング 
   主催：（公社）日本スカッシュ協会 
   会場：ヨコハマスカッシュスタジアム SQ-CUBE 
      ラヴィ・セントラルフィットネスクラブ蒲田 
   ◆日程：4 月 26 日 参加人数：6 名 
   ◆日程：5 月 17 日 参加人数：3 名 

       ◆日程：6 月 28 日 参加人数：5 名 
◆日程：7 月 4 日 参加人数：2 名（シニア選手のみ対象） 

   ◆日程：7 月 19 日 参加人数：8 名 
   ◆日程：8 月 23 日 参加人数：5 名 
   ◆日程：9 月 13 日 参加人数：6 名 
   ◆日程：10 月 25 日 参加人数：4 名 
   ◆日程：12 月 6 日 参加人数：5 名 
   ◆日程：平成 28 年 1 月 31 日 参加人数：4 名 
   ◆日程：平成 28 年 2 月 21 日 参加人数：7 名 

 
 ロ）香港チャレンジマッチ 
   主催：（公社）日本スカッシュ協会 
   日程：7 月 28 日～30 日 
   会場：ヨコハマスカッシュスタジアム SQ-CUBE 

       参加人数：9 名 
 

ハ）平成 27 年度ＪＳＡジュニアスカウトセレクション 
   主催：（公社）日本スカッシュ協会 
   日程：8 月 3 日 
   会場：ヨコハマスカッシュスタジアム SQ-CUBE 

       参加：17 名 ＪＳＡジュニアスカウト対象選手：5 名選出 
 

ニ）平成 27 年度西日本ジュニア強化合宿 
   主催：（公社）日本スカッシュ協会 
   主管：日本スカッシュ協会 中国四国支部 
   日程：10 月 17 日・18 日 
   会場：マスカットスタジアム内スカッシュコート 
   コーチ：佐野、松本 

       参加人数：12 名（内ジュニア選手 7 名） 
       

ホ）平成 27 年度ＪＳＡジュニアスカウトセレクション対象選手強化合宿 
   主催：（公社）日本スカッシュ協会 
   日程：12 月 26 日 27 日 
   会場：スカッシュマジックアカデミー 

       コーチ：佐野、松本 参加人数：8 名 
        

へ）ナショナルジュニア強化合宿・冬 
   主催：（公社）日本スカッシュ協会 
   日程：12 月 27 日 28 日 



   会場：スカッシュマジックアカデミー 
       コーチ：佐野、松本 参加人数：27 名 

 
ト）平成 27 年度ジュニアウィンターキャンプ Part1 

   主催：（公社）日本スカッシュ協会 
   日程：平成 28 年月 1 月 23 日 24 日 
   会場：サンセットブリーズ保田 

       コーチ：佐野、松本 参加人数：22 名 
       

チ）平成 27 年度ＪＳＡジュニアスカウトセレクション・春 
   主催：（公社）日本スカッシュ協会 
   日程：平成 28 年 3 月 30 日 
   会場：サンセットブリーズ保田 

       参加人数：16 名 ＪＳＡジュニアスカウト対象選手：4 名選出 
        

リ）平成 27 年度ナショナル強化合宿・春 
   主催：（公社）日本スカッシュ協会 
   日程：平成 28 年 3 月 30 日～4 月 1 日 
   会場：サンセットブリーズ保田 

       コーチ：佐野、土田、菊池 
参加強化選手：24 名 

 
③ 公認スカッシュコーチ＜レベル 1＞特別認定講習会及びリフレッシュコースの開

催 
 イ）公認スカッシュコーチ＜レベル 1＞特別認定講習会＆試験の開催 

主催：（公社）日本スカッシュ協会 
日程：平成 28 年 1 月 29 日又は 30 日 
会場：スカッシュマジックアカデミー 
講師：佐野公彦 
対象：オーストラリアのコーチ資格保持者 
目的：オーストラリアのコーチ資格は国内のみとなった為、特別講習会及

び試験を受講する事によりＪＳＡ公認コーチレベル 1 資格保持者の 
   増加を図る。 

      受講者：13 名合格 
 
   ロ）世界コーチ会議への派遣 
      日程：平成 28 年 2 月 19 日～21 日 
      場所：マレーシア 
      派遣コーチ：足立美由紀 
 
   ハ）公認スカッシュコーチ＜レベル 1＞リフレッシュ講習会の開催 
      日程：平成 28 年 2 月 26 日～27 日 
      会場：スカッシュマジックアカデミー 
      講師：足立美由紀 
       目的：世界スカッシュ連盟（ＷＳＦ）及びアジアスカッシュ連盟（Ａ

ＳＦ）のコーチングコース連携に伴い、ＪＳＡレベル 1 の資格を



ＷＳＦやＡＳＦの公認ライセンスに移行する為に必要な講習会。 
       受講者：7 名中 6 名合格、講師 5 名 
 
    ニ）レベル 2 コーチングコース派遣 
       日程：平成 28 年 3 月 24 日～28 日 
       場所：香港 
       派遣コーチ：足立美由紀 
       目的：ＷＳＦとリンクした公認コーチ養成講習会を開催出来る講師資

格を取得する為の講習会を受講 
 
③JＳＡ公認審判講習会と認定試験の開催・支援と公認＜2 級・3 級・4 級＞ 

主催：（公社）日本スカッシュ協会及び全国の地区都道府県支部 
日程：年 10 回全国で開催 
目的：レフリー・マーカーの正しい知識を習得し、スカッシュ審判の一層の 

   技術向上を目的とする。 
対象：4 級—一般、ジュニア等のスカッシュ経験が浅い者等。 

3 級—スカッシュの競技歴が 1 年以上と認められる者等。 
2 級—スカッシュの競技歴が 3 年以上と認められる者等。 

参加人数：下表を参照 
内容：イ）講習会：正しいルール、レフリー・マーカーのあり方、正しいジャッジ

（判断）の進め方、トラブルの対処方法、観客や試合のコントロール方法     

の学習 
ロ）筆記試験と実技（DVD）：試験の点数により認定の合否を決定 

 
日程 

 
会場 

 
主催 

 
受

講

者

数 

 
受 験

者数 

受験結果  
備考 2 級 

合格 
3 級 
合格 

4 級

合格 
追試 

4 月 26 日 札幌祖中央区民センター 北 海

道 
18 21  4  13  

6 月 14 日 土屋不動産 東北  6   3   追試 

6 月 16 日 杉並区高井戸地域区民センター 協会 39 20  4  6 学生向 

7 月 5 日 広島市佐伯区民文化センター 中国 
四国 

25 26  12  7  

7 月 12 日 杉並区高井戸地域区民センター 東京 14 15  7  7  

10 月 4 日 宮城トヨタ自動車(株)本社会議室 東北 50 22     1  

2 月 14 日 札幌市中央区民センター 北 海

道 
5 14  3  4  

2 月 20 日 ウエスタ川越 4 県 14 14   4    7  

2 月 21 日 西宮大学交流センター 関西 28 18   3    9  

3 月 20 日 西宮大学交流センター 関西 22 19 1 3  4  
  計 215 175 1 43  58  

 



 

（3） スカッシュ競技の競技大会に関する事業  
① 協会主催の競技大会   

 
イ) 第 26 回全日本アンダー23 スカッシュ選手権大会 

日程：6 月 6 日・7 日 
会場：さいたまスカッシュスタジアムＳＱ-ＣＵＢＥ 
目的：日本のトッププレイヤーを目指す若いプレイヤーの育成強化を目的とす

る。 
対象：23 歳未満の男女 
参加人数：90 名 
内容：トーナメント制 
結果：男子優勝 ： 増田成吾（関東支部）  

準優勝： 松本航太（ティップネス宮崎台） 
         女子優勝 ： 杉本梨沙（順天堂大学） 
          準優勝 ： 坂井日向子（鎌倉高校） 
 

ロ) 第 29 回ジャパンジュニアオープンスカッシュ選手権大会 
＜ワールドジュニアサーキット(WSF) ＞ 
＜アジアジュニアスーパーシリーズ(ASF)＞ 
日程：7 月 31 日～8 月 2 日 
会場：ヨコハマスカッシュスタジアム SQ-CUBE 
目的：海外のジュニア選手の参加により、日本の選手との交流と技術向上を目 

的とする。 
対象：男女アンダー19、17、15、13、11、9 の選手 
参加人数：225 名 
内容：トーナメント制 
結果：男子アンダー19 優勝：机 龍之介（iBEX Sports） 

         準優勝：Cheuk Nam Matthew LAI（HONG KONG） 

   女子アンダー19  優勝：渡邉聡美 （SALMING） 

                        準優勝：Rou-Yi Sara CHEW（MAIAYSIA） 

 
ハ) 第 21 回スカッシュマスターズカーニバル 

日程：10 月 10 日 11 日 
会場：ヨコハマスカッシュスタジアム SQ-CUBE 
目的：マスターズの年代のスカッシュ愛好家による親睦を図り、スカッシュの

試合を通じた楽しい仲間作りを目的とする。 
対象：男女オーバー30、40、45、50、55、60、65、70（初心者～ベテラン） 
参加人数：170 名+トリオマッチ 23 組 
内容：トーナメント及びリーグ制 
 

ニ) 文部科学大臣杯争奪第 44 回全日本スカッシュ選手権大会 
＜平成 27 年度スポーツ振興基金助成＞ 
日程：11 月 20 日〜23 日 
会場：セントラルフィットネスクラブ宇都宮 



目的：全国で開催された公認大会において上位の成績を収めた選手達により、

日本チャンピオンの座を競う国内最高峰の大会。日本全国のトップ選手

の交流と一層の技術向上を目的とする。 
対象：全国の公認大会における上位入賞者で、日本国籍を有する者、及び男女

マスターズ 
参加人数：選手権 158 名+マスターズ 64 名 
内容：トーナメント制 
結果：選手権男子 優勝：机龍之介（iBEXスポーツ） 

       準優勝 ：小林僚生（First Wave） 

   選手権女子 優勝：小林海咲 （メッドサポートシステムズ） 

       準優勝 ：松井千夏 （SQ-CUBE PRO） 

 
ホ) JOC ジュニアオリンピックカップ第 20 回全日本ジュニアスカッシュ選手権大

会  
日程：平成 28 年 3 月 25 日～27 日 
会場：ヨコハマスカッシュスタジアム SQ-CUBE 
目的：日本のジュニア選手で年代別ジュニアチャンピオンを競う大会であり、

交流と技術向上を目的とする。 
対象：男女アンダー19、17、15、13、11、9 の選手で、日本国籍を有する者 
参加人数：165 名 
内容：トーナメント制 
結果：男子アンダー19 優勝 ： 机 龍之介（iBEXスポーツ） 

          準優勝 ：  園部大和（First Wave） 

   女子アンダー19優勝 ：  渡邉 聡美（メッドサポートシステムズ） 

            準優勝 ： 酒井 真美（スプラッシュ） 
 

② 海外大会日本代表派遣 
 

イ) 第 13 回ＰＢＡペナンジュニアオープン 
日程：6 月 1 日～6 日 
会場：二コルデービットインターナショナルスカッシュセンター 

（マレーシア ペナン市） 
種目：男女アンダー19,17,15,13,11 
参加選手：11 名、監督/佐野公彦 
上位入賞者：女子アンダー17 優勝 渡邉聡美 
      男子アンダー19 9 位 机龍之介 

 
ロ）第 10 回東アジアスカッシュ選手権 

日程：6 月 25 日～29 日 
開催地：台湾（台北） 
種目：男女団体戦 
参加：監督/潮木 仁 
   男子選手：机龍之介、遠藤共峻、海道泰喜 
   女子選手：小林海咲、渡邉聡美、杉本梨沙 
結果：男女共準優勝 
   男子：1 位香港、2 位日本、3 位韓国、4 位台湾、5 位中国、6 位マカオ 



   女子：1 位香港、2 位日本、3 位韓国、4 位中国、5 位台湾 
 

ハ）2015 世界ジュニアスカッシュ選手権大会  
日程：7 月 26 日～7 月 28 日 
開催地：オランダ/アイントホーヘン 
種目：男女個人戦 
参加：2 名 帯同/神谷典子 
結果：男子/机龍之介 ベスト 16（日本男子最高記録！） 
   女子/渡邉聡美 ベスト 32 

 
ニ）2015 香港ジュニアオープン 

日程：8 月 12 日～16 日 
開催地：香港 
種目：男女アンダー19,17,15,13,11,9 
参加：22 名 監督/土田博史 コーチ/松本淳、西村佳子 
主な結果：男子アンダー19 優勝 机龍之介、ベスト 16 園部大和 
     男子アンダー17 ベスト 16 尾潟祥汰 
     女子アンダー17 優勝 渡邉聡美 
     女子アンダー13 ベスト 16 高橋楽歩、石井愛夏 

 
ホ）ＫＬジュニアオープン 

日程：12 月 1 日～6 日 
開催地：マレーシア/クアラルンプール 
参加：16 名 監督/足立美由紀 帯同/横田真由美 
主な結果：男子アンダー19 優勝 机龍之介 
     男子アンダー17 15 位 松本航大 
     男子アンダー11 13 位 池田悠真 
     女子アンダー19 準優勝 渡邉聡美 
             6 位 中平百香 

 
へ）シンガポールオープン 2015 

      日程：12 月 16 日～20 日 
      開催地：シンガポール 
      参加：5 名 監督/潮木仁 
      主な結果：男子プレミア 9 位 海道泰喜 
                  10 位 林 尚輝 
           女子プレミア 7 位 杉本梨沙 
                  10 位 酒井真美 
           男子アンダー19 7 位 尾潟祐亮 
           女子アンダー19 5 位 酒井真美 
           女子アンダー15 5 位 渡邊安佑未 

6 位 高橋楽歩 
     
    ト）ＵＳオープン 
      日程：12 月 19 日～22 日 
      開催地：アメリカ/コネチカット州 



      参加：4 名 
      主な結果：女子アンダー19 優勝 渡邉聡美（3 カテゴリー連覇！） 
           男子アンダー19 準優勝 机龍之介 
 
     チ）Tecnifibre 2016 ブリティッシュオープン 
       日程：平成 28 年 1 月 2 日～6 日 
       開催地：イギリス/シェフィールド 
       参加：3 名 監督/佐野公彦  
       主な結果：女子アンダー17 5 位 渡邉聡美 
            男子アンダー19 10 位 机龍之介 
 

③ 国際大会の日本開催に向けての資金及び情報の収集 
目的：国際大会を開催して海外選手と対戦する機会を作る事により日本選手の

技術の向上を図る。又、間近で海外トップ選手のプレイを観戦する機会

を作り、より多くの人々にスカッシュへの関心を高めてもらい一層の普

及を図る。 
計画： 2018 年東アジアスカッシュ選手権大会の日本開催、2020 年東京五輪 

スポーツラボの実現、2021 年関西ワールドマスターズゲームズに向け

ての準備。 
 

（4）その他本会の目的を達成する為に必要な振興事業 

① アジア競技大会に向けてのロビー活動及び選手強化活動 
目的：2018 年のアジア競技大会では、より多くの日本人選手が出場でるよう

に努力し、メダル獲得に向けて選手強化を一層充実させた。 
対象：男女ナショナルチーム 
種目：男女シングル戦、団体戦 
内容：選手強化の為の合宿を集中して行った。 
 

② オリンピック競技大会での正式競技入り実現の為の推進活動 
目的：スカッシュの普及発展の為、WSF（世界スカッシュ連盟）との連携によ

り、東京五輪組織委員会に向けて 2020 年オリンピック追加種目入り要

請運動を展開した。 
成果：残念ながら追加種目入りは叶わなかったが、ＷＳＦの総会に出席してＩ

ＯＣへの継続した働きかけを要望した。 
   東京五輪でスポーツ・ラボとして実施の可能性が出ている。 
 

③ ドーピング検査及びドーピング防止啓蒙活動 
＜平成 27 年スポーツ振興くじ助成＞ 
目的：（公財）日本ドーピング機構に加盟して、ドーピング検査及びドーピン

グ防止の為の啓蒙活動を積極的に行う。 
内容：第 44 回全日本スカッシュ選手権大会にてドーピング検査を実施。 
   ジャパンジュニアオープン大会の会場にてアウトリーチ活動を実施。 

協会機関誌にてドーピング防止の広告を掲載して啓蒙活動を行った。 
 

④ 会員募集事業と公認事業制度の運用 



内容：＊個人会員登録及び協会公認・承認大会への参加は（株）アプロード運

用の「スポーツエントリー」を利用して利便性を図った。平成 23 年

度より大会参加に関しての「スポーツエントリー」の利用は、主催者

の判断に委ねている。 
   ＊世界スカッシュ連盟（WSF）の規格に基づいて、コート及びボールの

公認を行いスカッシュ競技の安全性や統一を図った。 
＊公認大会の運用（要項、ドロー、結果の確認及び公認）やランキング

等の発表を行い、公認大会の全国統一とレベルアップを図った。 
 平成 26 年度よりジュニアランキングも施行している。 
 

⑤ 世界スカッシュ連盟、アジアスカッシュ連盟、東アジアスカッシュ連盟、各国

協会、男女国際プレーヤーズ協会等海外との連絡調整 
目的：海外対策委員会を中心に海外の情報収集及び国内情報の発信及び海外と

の協力体制で積極的な活動を行った。 
内容：東アジアスカッシュ連盟総会及びアジアスカッシュ連盟総会、世界スカ

ッシュ連盟総会に出席。 
   東京五輪追加種目ヒアリングにてＷＳＦ役員のアテンドをした。 
 

⑥ 全日本学生連盟との連携、強化 
内容：5 年前より学生連盟の所属選手も個人登録とし、協会機関誌を個別に発

送する事により情報を一層密に伝達した。又、大会等における協力体制

を強化した。 
 

⑦ 「(公社)日本スカッシュ協会ナショナルトレーニングセンター(仮称)」建設に向

けた資金及び情報の収集 
目的：スカッシュ人口増大の為には、協会保有のスカッシュコートを建設して

の普及活動が不可欠。又、集中的な選手強化の為にもスカッシュコート

を含むトレーニングセンターの建設が必要。国や自治体の協力を得て

「(公社)日本スカッシュ協会ナショナルトレーニングセンター(仮称)」の
建設を目指し、資金と情報の収集に努力する。 

計画：引き続きスカッシュコート設置を働きかける努力をした。 
 

⑧ 公益法人としての活動の強化 
目的：公益社団法人としての適正な活動を行い、スカッシュの一層の普及振興

に努力した。 
 
 



平成 27 年度会員数＆公認数 

＜個人会員＞ 
（）は前年 

会員種別 人数 

正会員 33 名（35 名） 

プロ選手会員 39 名 （39 名） 

個人選手会員 680 名（653 名） 

ジュニア会員 234 名（194 名） 

一般会員 192 名（140 名） 

個人後援会員 3 名（3 名） 

学連会員 937 名（831 名） 

個人会員総計名 2,118 名 
(1,959 名/単発会員廃止 64 名) 

 

 
＜団体会員＞ 
（）は前年 

会員種別 団体数 

団体会員 100（102） 

準団体会員 26（27） 

クラブチーム会員 17（13） 

  
 

 

 

 

〈個人会員と一般会員の支部別内訳〉（）は前年 

      

支部名 個人選手会員 一般会員 

北海道 49 (45）  6(10) 

東北 65 (61)  13 (17） 

関東 366(350) 81 (64) 

中部 47 (36)  29 (6） 

 関西 79(90) 33(19） 

中国四国  42 (43) 23(16) 

九州 32 (28)  7 (8） 

 

 

＜平成 27 年度公認件数＞ 
 コート公認数    1 件 
 大会公認数(協会主催大会を除く) 52 大会 （オープン 34 Ｕ23 1、 
     マスターズ 1、地区支部クローズ 6、 
     県支部クローズ 5、学連 5) 
 ボール公認数    1 件 
 コーチ公認更新数   20 件 
 レフリー公認更新数   79 件 

（2016.3.31.） 



























役職名 再新任 　　　　氏　　　名 職業･委員会･等 任　　期 常勤･非常勤

　理　事 (会長） 再任 笠原　一也
元国立スポーツ科学センター長
NPO法人　日本オリンピック・アカデミー/会長

平成28年6月定時総会日～
平成30年定時総会終結日 非常勤

理事（常務理事） 再任 潮木　仁

選手強化委員長
㈱スポーツステーション・ジン/
代表取締役社長

平成28年6月定時総会日～
平成30年定時総会終結日 非常勤

理事（常務理事） 再任 大根田　芳浩
競技委員長・地区対策委員長
大根田電機(株）/代表取締役社長

平成28年6月定時総会日～
平成30年定時総会終結日 非常勤

　　理　　事 再任 渡邊　祥広 Ｔ＆Ｗカンパニー㈱/代表取締役
平成28年6月定時総会日～
平成30年定時総会終結日 非常勤

　　理　　事 再任 川原　貴
国立スポーツ科学センター長 平成28年6月定時総会日～

平成30年定時総会終結日 非常勤

　　理　　事 再任 玉利　齊 （公財）日本健康スポーツ連盟/理事長
平成28年6月定時総会日～
平成30年定時総会終結日 非常勤

　　理　　事 再任 三枝　佳紀
セントラルスポーツ（株）/レジャー事業部長 平成28年6月定時総会日～

平成30年定時総会終結日 非常勤

　　理　　事
再任 師岡　文男

スポーツアコード元理事/国際ワールドゲーム
ズ協会理事/上智大学教授

平成28年6月定時総会日～
平成30年定時総会終結日 非常勤

　　理　　事
再任 小見山　幸冶 参議院議員

平成28年6月定時総会日～
平成30年定時総会終結日 非常勤

　
　　監　　事 再任 友清　敏和

元持田シーメンスメディカルシステム㈱/
　　　　　　　　　　　　　取締役

平成28年6月定時総会日～
平成30年定時総会終結日 非常勤

　
　　監　　事 再任 山岸　和彦 あさひ法律事務所/弁護士

平成28年6月定時総会日～
平成30年定時総会終結日 非常勤

平成28・29年度公益社団法人日本スカッシュ協会役員    

現在、役員に報酬･退職金等は支給しておらず、今後も支給する予定はない。



公益社団法人日本スカッシュ協会
中期活動目標（２０１６年～２０２１年）

公益社団法人日本スカッシュ協会

Japan Squash Association



Japan Squash Association

公益社団法人日本スカッシュ協会は昭和46年（1971年）2月10日の設
立以来、「日本全国のスカッシュ競技を統括し、国際的なルールに則った
正しく安全なスカッシュ競技の普及、競技力向上、競技大会の開催、その
他振興の為の事業」を推進して平成28年（2016年）には協会創立45周
年を迎えようとしています。
その中で2020年開催の東京オリンピック追加種目入りは果たせませんで

したが、新たに入門プログラム＜スポーツ・ラボ＞の可能性が高まってい
ます。これを一つの区切りととらえ、2016年度からの中期活動目標を作
成いたしました。

これまでの反省と経験を生かした集大成として、スカッシュの更なる普及
とスポーツ・ラボの実現と成功に向けて以下の目標を上げて活動してまい
ります。

1.世界の舞台で活躍出来る選手の育成強化
2.SNSを活用した広報活動の拡充
3.施設やイベントを充実させて一層の普及を図る
4.スポンサー・寄附金等による活動資金の確保
5.日本体育協会正式加盟の上、国民体育大会入りを目指す
6.魅力ある演出で日本開催の国際大会を盛り上げる

－ １ －



・次オリンピック世代の選手の発掘育成

☆JSAジュニアスカウトセレクションの継続実施

☆幅広いスポーツ界からの人材発掘

☆JSAジュニア強化合宿等の実施

・アクションプラン強化選手（ジュニアを含む）を中心とした選手強化

☆国内及び海外にての選手強化合宿の実施

☆海外大会への派遣及び支援の継続

・選手強化に携われる人材（コーチ）の育成

☆海外コーチの招聘

☆世界スカッシュ連盟の資格保持コーチの養成

☆コーチ講習会及びワークショップの継続的開催

・レフリー内容の充実

☆JSA公認レフリー講習会の全国的開催

☆3人審判制等レフリー内容の充実

Japan Squash Association
－ ２ －



・ナショナルチーム強化目標

＜2016年度＞アジア選手権団体戦 女子3位

世界ジュニア個人戦 男女ベスト8（2名）

アジアジュニア個人戦 女子U19ベスト4（1名）

＜2017年度＞アジア選手権個人戦 女子ベスト8

世界ジュニア個人戦 女子ベスト4（1名）

アジアジュニア個人戦 女子U19優勝（1名）

＜2018年度＞アジア選手権団体戦 男子5位・女子3位

東アジア選手権（日本開催） 優勝

アジア競技大会 女子団体戦メダル獲得

＜2019年度＞アジア選手権個人戦 男子ベスト8・女子ベスト4

＜2020年度＞アジア選手権団体戦 女子3位

＜2021年度＞アジア選手権個人戦 男女個人メダル獲得

Japan Squash Association
－ ３ －



・協会ホームページのリニューアル

☆よりわかりやすいホームページへ

・SNS等を通じた積極的な情報発信

☆世界や日本での選手の活躍を積極的に発信

☆スカッシュ選手の情報や魅力をマスコミに発信

・大会のテレビ中継を目指す

☆大会等における動画配信を拡充

☆国際大会のテレビ中継の実現

・マスコミとの定期的な情報交換と体験会の実施

☆マスコミとの体験会・情報交換会を開催

Japan Squash Association
－ ４ －



・スカッシュコート存続の為の対策

☆スポーツクラブインストラクターへの無料講習の実施

☆全国スカッシュコートの共通利用システムの構築

☆エアースカッシュキャラバンから既存コートへの誘導

・新規コート設置への積極的な活動

☆全国の自治体へスカッシュコート設置をアピール

☆全国展開の大型量販店等にスカッシュスクール設置を提案

☆ナショナルコート設置に向けての活動を継続

・エアースカッシュキャラバンによる全国普及の拡充

☆全国の学校体育館や自治体施設等での開催

☆他スポーツイベントでのエアースカッシュキャラバンの実施

Japan Squash Association
－ ５ －



・広告代理店と連携してインターネットを通じての寄附金集め

・アフィリエイトを利用した活動資金の調達

・公益法人の税制優遇措置を生かした寄附金援助

・企業向け年間協賛の募集継続

・企業だけでなく個人向け年間協賛の募集

・スカッシュサポーターの拡大

・助成金、補助金の継続的確保

Japan Squash Association
－ ６ －



＜2016年～2017年＞

☆地区支部と連携して都道府県支部の整備を図る

☆全国の都道府県体協への加盟条件を調査する

☆体協加盟の他団体のヒアリングをする

＜2018年～2020年＞

☆10以上の都道府県支部の設立

☆数件以上の都道府県体育協会加盟

＜2021年＞

☆公益財団法人日本体育協会への正式加盟申請

◆国民体育大会のデモンストレーション競技実施

◆スポーツ庁やＪＯＣ等の全国イベントへの積極的参加

Japan Squash Association
－ ７ －



・2018年東アジア選手権の日本開催

☆メディアへ情報連携し、大会の知名度アップ

・2020年東京五輪入門プログラム（スポーツ・ラボ）の実現

☆2016年8月実行委員会を設置して、開催地の検討や資金集めを始動

☆４面ガラスコートによる映像演出の企画

☆開催地で大会等を実施し、スカッシュをアピール

☆ジャパンオープン等の国際大会の開催

・2021年関西ワールドマスターズゲームズのスカッシュ競技運営

☆関西ワールドマスターズゲームズ2021組織委員会との連携強化

☆国内プレーヤーへの参加の促進

Japan Squash Association
－ ８ －



平成 27 年度スカッシュ応援募金活動等報告 

公益社団法人日本スカッシュ協会 選手強化委員会 

  
 

項目 
収入 

支出 備考 
（寄付補助金） （参加費等） 

スカッシュ応援募金 

      

210,862 

 

0 0   

ＪＯＣ強化交付金 

 

4,161,000 

 

0 0   

ＪＯＣ選手強化事業        

※表 1 

 

     4,479,000 

 

3,035,652 9,677,958 
ペナン・香港・ＫＬ・シンガポー

ル・合宿・ブリティッシュ・他 

選手強化委員会（シニア） 0 0 307,231 ＮＴトレーニング・交通費・他 

選手強化委員会（ジュニア） 0 77,321 192,971 
ジュニア合宿・西日本合宿・

海外ジュニア・他 

ミズノ助成金 1,000,000  1,021,027 
ジュニアセレクション・ジュニ

ア遠征補助金・他 

計 

 

9,850,862 

 

3,112,973 11,199,187  

総計 
  

  

総収入 総支出 差引差額 

12,963,835 11,199,187 

 

       1,764,648 

 

＊ 委託事業対象外経費一部含む 
 
 

昨年度から新たに「スカッシュ応援募金」としてスタート致しました（公社）日本スカッシュ協会のア

クションプラン活動等にご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。ここに、平成 27 年度の主な関連活動

内容をご報告致します。平成 17 年度からずっと赤字が続いておりましたアクションプラン活動ですが、平

成 27 年度はＪＯＣやミズノ様からの助成金等でプラスになりました。海外ジュニア大会で優勝や準優勝と

活動成果を挙げる事が出来た年でもありました。プラス部分につきましては、今後の助成金減額に備えた

り、将来のオリンピック選手発掘に向けた 2020 東京五輪スポーツ・ラボ（公開実験室）への開催資金等、

将来のオリンピック競技入りを見据えた選手の育成強化やスカッシュの普及事業に活用させて頂きたいと

思います。今後共より一層のご支援ご協力を賜りますように切にお願い申し上げます。 



 
＊ 表 1 ＪＯＣ委託事業 
（対象経費の 2/3 がＪＯＣ補助、残 1/3 と対象外経費その他がＪＳＡ負担。但しＪＯＣ補助金上限あり） 
支出 

項目 渡航費 滞在費 交通費 謝金 借損料 雑役務費 保険代 
 その

他   
対象外＊ 計 

 ペナンジュニア 

     オープン 
296,055 309,747 9,700 140,000 0 1,728   24,290 2,411 378,842 1,162,773 

東アジア 

     選手権 
443,770 0 6,220 40,000 0 1,296 24,260 0 172,192 687,738 

 世界ジュニア 

     選手権 
431,130 182,470 31,000 50,000 0 9,364 10,980 32,675 2,092 749,711 

 香港チーム合宿 0 178,512 56,080 21,000 48,600 1,728   0 0 12,864 318,784 

 香港ジュニア 

    オープン 
274,688 371,322 30,490 120,000 0 1,296   22,680 0 1,252,495 2,072,971 

 西日本合宿 0 0 120,285 40,000 0 2,160      0 0 390 162,835 

 ＫＬジュニア 

    オープン 
287,270 324,748 17,140 105,000 999 1,296   24,430 0 424,780 1,185,663 

 シンガポール 

    オープン 
212,310 362,368 5,140 60,000 0 9,456  20,940 17,282 213,174 900,670 

 ジュニア合宿 

    冬 
0 37,368 440 60,000 178,320 540     0 0 59,526 336,194 

ブリティッシュジュニア 

     オープン 
419,960 647,862 8,500 70,000 3,627 864   15,950 0 233,667 1,400,430 

ウインターキャンプ 0 40,115 9,683 40,000 39,140 864     0 0 97,407 227,209 

強化合宿・春 0 0 248,461 40,000 85,025 864     0 0 98,630 472,980 

             

計          9,677,958 

         
                               ＜内、JOC 委託金 4,479,000 円＞ 

 
 



平成 28 年度 事業計画 
公益社団法人日本スカッシュ協会 

 

（1）スカッシュ競技の普及に関する事業 

① スカッシュデー・スカッシュウィークの実施 
主催：（公社）日本スカッシュ協会 
主管：全国のスポーツクラブ及び地区支部等 
日程：＜スカッシュデー＞平成 29 年 2 月 11 日 

＜スカッシュウィーク＞平成 29 年 2 月 4 日～19 日（予定） 
会場：全国のスポーツクラブのスカッシュコート等 
目的：スカッシュの楽しさをより多くの方々に体験して頂きスカッシュの一層の普

及を目的とする。 
対象：一般の方、どなたでも。 
参加予定人数：約 2,000 名 
内容：スカッシュ体験会、試打会、ヒッティングパートナー、コーチング、レンタ

ル無料デー、スカッシュ大会、3/4 ゲーム大会等 
② 広報活動 

イ） 広報機関誌＜ＳＱＵＡＳＨ＞の発行（年 2 回を予定） 
Vol．79 （夏の号）7 月発行予定 
Vol．80 （冬の号）平成 29 年 2 月発行予定 

ロ） 協会ホームページのリニューアル及び運営 
ハ） 体育協会記者クラブ等マスコミへのプレスリリース等情報発信 

③ 大会等のスポンサー対策及び年間協賛の増進 
④ 環境対策委員会にて JSA エコプロジェクトを推進する 

引き続きスカッシュの大会等におけるゴミの分別、マイカップ持参によるエコ活動

及び環境ポスターの掲示を全国的に推進していく。 
⑤ エアースカッシュを活用した全国キャラバンを実施 

昨年より全国 12 か所以上で 1,000 名を超える参加者に体験して頂いたエアースカ

ッシュイベントを引き続き継続して積極的に実施していく。 
 

（2）スカッシュ競技の競技力の向上に関する事業 

 
① スカッシュの普及と競技力向上に関する事業と「スカッシュ応援募金」活動 

目的：海外大会でメダルが取れる選手の育成強化と普及を目的とする。 
対象：選手強化活動とコーチ養成の活動及び新たなジュニア選手の発掘育成を 

対象とする。 
内容： 
イ） ナショナル強化プロジェクトチームによるJSA強化指定選手の競技力向上 

と次世代選手の発掘育成強化。＜ジュニアスカウトセレクション＞の実施 
ロ） 協会ＨＰや全国地区支部、協会の大会等に於けるスカッシュ応援募金活動 

 
② JSA 公認レベルＴ（普及トレーナー）及びレベル 1（コーチ）認定講習会と認定

試験の開催・公認とワークショップの開催 



主催：（公社）日本スカッシュ協会、団体会員及び地区都道府県支部 
日程：年 1〜3 回開催予定 
会場：未定 
目的：スカッシュの正しい知識と指導法を体得し、スカッシュの一層の技術向上を 
     図る。 

対象：レベルＴ—スカッシュの初心者レベルでのグループ作り等のサポートが出

来る方 
レベル 1—一般的なクラブプレイヤーをコーチングする指導者。 

参加予定人数：各回 10 名前後を予定 
内容：レベルＴ---基本知識と基本ショットの正しいストローク方法、レフリー・ 

マーカーの基本知識等。 
レベル 1---全ての基本ショットの正しいストローク方法やフィーディン

グ（球出し）方法、マンツーマン＆グループコーチング、試合開

催の組織作り、基本戦術とルール、レフリー・マーカーの知識等 
 

③ （公社）日本スカッシュ協会公認スカッシュコーチ/世界スカッシュ連盟認定レベ

ル 1 リフレッシュ講習会の開催 
主催：（公社）日本スカッシュ協会 
日程：年 1〜2 回開催予定 
会場：未定（東日本及び西日本を予定） 
目的：JSA レベル 1 を WSF（世界スカッシュ連盟）公認のレベル 1 に移行出   

来るようにする為、日本スカッシュ協会コーチ委員会が今後 2 年間の継 
続開催を予定しているプログラム。     

対象：JSA 公認レベル 1 コーチで世界スカッシュ連盟の公認コーチを目指す者  
参加予定人数：30 名前後を予定 
  

④JＳＡ公認審判講習会と認定試験の開催・支援と公認＜2 級・3 級・4 級＞ 
主催：（公社）日本スカッシュ協会及び全国の地区都道府県支部 
日程：全国にて年 10 回程度開催予定 
会場：全国のスポーツクラブのスカッシュコート又は地域公共施設 
目的：レフリー・マーカーの正しい知識を習得し、スカッシュ審判の一層の 

   技術向上を目的とする。 
対象：4 級—一般、ジュニア等のスカッシュ経験が浅い者等。 

3 級—スカッシュの競技歴が 1 年以上と認められる者等。 
2 級—スカッシュの競技歴が 3 年以上と認められる者等。 

参加予定人数：各回 10～30 名前後を予定 
内容：講習会にて、正しいルールやレフリー・マーカーのあり方、正しいジャッジ

（判断）の進め方、トラブルの対処方法、観客や試合のコントロールに

ついて学び、筆記試験と実技（DVD）試験の点数により認定の合否が

決められる。 
 

⑤ナショナルスカッシュ強化練習会及び合宿の開催 
主催：（公社）日本スカッシュ協会 
日程： ＜ナショナルトレーニング＞月 1 回程度年間を通して実施予定 
   ＜ＪＳＡ強化合宿＞平成 28 年 12 月と平成 29 年 3 月に実施予定 

＜西日本ジュニア強化合宿＞10 月頃に実施予定 



＜ジュニアキャンプ＞夏と冬に開催予定 
会場：ヨコハマ SQ-CUBE、マスカット、等 
目的：アジア選手権、東アジア選手権大会、世界選手権等においてメダルを獲得

する事を目標に、技術力の向上とフィジカルの強化等を目的とする。 
対象：ナショナルチームの選手、強化対象選手、ジュニア選手に一般の選手もプ

ラスした幅広いプレイヤーを対象とした中から卓越した才能を発掘し育成

強化を目指す。 
参加予定人数：各回 6～20 名前後を予定 
内容：フィジカルチェック、コンディションゲーム、フィジカルトレーニング、

基本ショット及び戦術練習、ゲーム練習、等。 
 
 

（3） スカッシュ競技の競技大会に関する事業 

① 協会主催の競技大会  ※日程、会場等は予定 
 

イ) 第 27 回全日本アンダー23 スカッシュ選手権大会 
日程：6 月 4 日 5 日 
会場：さいたまスカッシュスタジアムＳＱ-ＣＵＢＥ 
目的：日本のトッププレイヤーを目指す若いプレイヤーの育成強化を目的とす

る。 
対象：23 歳未満の男女 
参加予定人数：約 100 名 
内容：トーナメント制 

 
ロ) 第 30 回ジャパンジュニアオープンスカッシュ選手権大会 

＜ワールドジュニアサーキット(WSF) ＞ 
＜アジアジュニアスーパーシリーズ(ASF)＞ 
日程：8 月 17 日～20 日 
会場：ヨコハマスカッシュスタジアム SQ-CUBE 
目的：海外のジュニア選手の参加により、日本の選手との交流と技術向上を目 

的とする。 
対象：男女アンダー19、17、15、13、11、9 の選手 
参加予定人数：約 200 名 
内容：トーナメント制 

 
ハ) 第 22 回マスターズカーニバル 

日程：10 月 8 日 9 日 
会場：ヨコハマスカッシュスタジアム SQ-CUBE 
目的：マスターズの年代のスカッシュ愛好家による親睦を図り、スカッシュの

試合を通じた楽しい仲間作りを目的とする。 
   又、5 年後の「2021 年関西ワールドマスターズゲームズ」を視野に入れ、 
   現状のマスターズの勢いを衰えさせずに、2021年に臨める体制を整える。 

対象：男女オーバー30、40、50、60（初心者～ベテラン） 
参加予定人数：約 150 名 
内容：トーナメント及びリーグ制。トリオマッチ他。 



 
ニ) 文部科学大臣杯争奪第 45 回全日本スカッシュ選手権大会 

＜平成 28 年度スポーツ振興基金助成予定＞ 
日程：11 月 17 日〜20 日 
会場：ヨコハマスカッシュスタジアム SQ-CUBE  
目的：全国で開催された公認大会において上位の成績を収めた選手達により、

日本チャンピオンの座を競う国内最高峰の大会。日本全国のトップ選手

の交流と一層の技術向上を目的とする。 
対象：全国の公認大会における上位入賞者で、日本国籍を有する者、及び男女

マスターズ 
参加予定人数：約 200 名 
内容：トーナメント制 
 

ホ) JOC ジュニアオリンピックカップ第 20 回全日本ジュニアスカッシュ選手権大

会  
日程：平成 29 年 3 月 26 日～29 日 
会場：ヨコハマスカッシュスタジアム SQ-CUBE 
目的：日本のジュニア選手で年代別ジュニアチャンピオンを競う大会であり、

交流と技術向上を目的とする。 
対象：男女アンダー19、17、15、13、11、9 の選手で、日本国籍を有する者 
参加予定人数：約 150 名 
内容：トーナメント制 
 

② 海外大会日本代表派遣(予定) 
 

 イ）第 18 回アジアスカッシュ団体選手権大会  
日程：5 月 11 日～15 日 
開催地：台湾 
種目：団体戦 

 
ロ）東アジアスカッシュ選手権 

日程：7 月 1 日～3 日 
開催地：マカオ 
種目：男女団体戦        
         

ハ）香港ジュニアオープン 
日程：7 月 27 日～31 日 
開催地：香港 
種目：男女アンダー19,17,15,13,11 

 
ニ）世界ジュニアスカッシュ選手権大会  

日程：8 月 6 日～11 日 
開催地：ポーランド・ビエルスコビャワ 
種目：男女個人戦    

    
 ホ）ペナンジュニアオープン 



日程：8 月 22 日～27 日 
開催地：マレーシア 
種目：男女アンダー19,17,15,13,11 

 
へ）世界学生選手権 
  日程：9 月 5 日～11 日 
  開催地：マレーシア・クアラルンプール 
  種目：個人戦・団体戦 
 

ト）第 23 回アジアジュニア個人選手権 
日程：9 月 20 日～25 日 
開催地：マレーシア  
種目：男女アンダー19,17,15,13,11  

 
チ）女子世界団体スカッシュ選手権大会  

日程：11 月 28 日〜12 月 3 日 
開催地：フランス 
種目：女子団体戦 

 
リ）KL ジュニアオープン  

日程：12 月初旬 
開催地：マレーシア 
種目：男女アンダー19,17,15,13,11 

 
ヌ）ブリティッシュジュニアオープン  

日程：12 月～1 月 
開催地：イギリス 
種目：男女アンダー19,17,15,13,11 

 
ル）アジアジュニアスカッシュ団体選手権 

      日程：2017 年 2 月・3 月 
      開催地：香港 
      種目：男女団体戦 
    

海外派遣承認大会（予定） 
 

イ) シンガポールジュニアオープン 
日程：未定 
開催地：シンガポール 

 
ロ) ＵＳジュニアオープン 

日程：未定 
開催地：アメリカ 

 
ハ) スコティッシュジュニアオープン 

日程：平成 29 年 1 月上旬 



開催地：スコットランド 
 

③ 国際大会の日本開催に向けての資金及び情報の収集 
目的：国際大会の開催により海外選手と対戦する機会を作り日本選手の技術の

向上を図る。又、間近で海外トップ選手のプレイを観戦する機会を作り、

より多くの人々にスカッシュへの関心を高めてもらい一層の普及を図

る。 
計画： 2018 年東アジアスカッシュ選手権や 2021 年関西ワールドマスターズ

ゲームズ等の国際大会の日本開催、そして 2020 年東京オリンピック

入門プログラム（名称「スポーツ・ラボ」）実施の可能性に向けて日

本中をあげて準備をする。 
 

（4）その他本会の目的を達成する為に必要な振興事業 

① アジア競技大会に向けてのロビー活動及び選手強化活動 
目的：2018 年のアジア競技大会では、より多くの日本人選手が出場でるよう

に努力し、メダル獲得に向けて選手強化を一層充実させる。 
対象：男女ナショナルチーム 
種目：男女シングル戦、団体戦 
内容：選手強化の為の合宿を集中して行う。 
 

② オリンピック競技大会でのスカッシュ実現の為の推進活動 
目的：スカッシュの普及発展の為、オリンピックの公開競技（スポーツ・ラボ）

入り及び正式競技入りを積極的に推進していく。 
内容：WSF（世界スカッシュ連盟）との連携により、IOC（国際オリンピック

委員会）並びに 2020 年東京オリンピック組織委員会へ入門プログラム

＜スポーツ・ラボ＞の実現及び 2024 年オリンピック正式競技りに向け

ての要望運動を展開する。 
  

③ ドーピング検査及びドーピング防止啓蒙活動 
＜平成 28 年スポーツ振興くじ助成申請＞ 
内容：（公財）日本ドーピング機構に加盟して、競技会検査及びドーピング防

止の為の啓蒙活動を積極的に行う。大会会場にて展示説明コーナーを設

置。競技会検査は 28 年 11 月の全日本スカッシュ選手権大会を、啓蒙活

動（アウトリーチ）は全日本学生個人戦の会場にて実施予定 
 

④ 会員募集事業と公認事業制度の運用 
内容：＊個人会員登録及び協会公認・承認大会への参加は（株）アプロード運

用の「スポーツエントリー」を利用して利便性を図る。但し、平成 23
年度より大会参加に関しての「スポーツエントリー」の利用は、主催

者の判断に委ねている。 
   ＊世界スカッシュ連盟（WSF）の規格に基づいて、コート及びボールの

公認を行いスカッシュ競技の安全性や統一を図る。 
＊公認大会の運用（要項、ドロー、結果の確認及び公認）やランキング

等の発表を行い、公認大会の全国統一とレベルアップを図る。 
 平成 26 年度より、ジュニアランキングも施行している。 



 
⑤ 世界スカッシュ連盟、アジアスカッシュ連盟、東アジアスカッシュ連盟、各国

協会、国際プレーヤーズ協会等海外との連絡調整 
目的：国際委員会を中心に海外の情報収集及び国内情報の発信及び海外との協

力体制で積極的な活動を行う。 
 

⑥ 全日本学生連盟との連携、強化 
目的：引き続き学生連盟の所属選手も個人登録とし、協会機関誌を個別に発送

する事により情報を一層密に伝達する。又、大会等における協力体制を

強化する。 
 

⑦ 「(公社)日本スカッシュ協会ナショナルトレーニングセンター(仮称)」建設に向

けた資金及び情報の収集 
目的：スカッシュ人口増大の為には、協会保有のスカッシュコートを建設して

の普及活動が不可欠。又、集中的な選手強化の為にもスカッシュコート

を含むトレーニングセンターの建設が必要。国や自治体の協力を得て

「(公社)日本スカッシュ協会ナショナルトレーニングセンター(仮称)」の
建設を目指し、資金と情報の収集に努力する。 

計画：大変厳しい状況ではある事は承知の上で再度新国立競技へのスカッシュ

コート設置要望を続けている。又、今後建設予定の他施設へのスカッシ

ュコート設置を積極的に働きかけをする。 
 

⑧ 公益法人としての活動の強化 
目的：公益社団法人としての適正な活動を行い、スカッシュの一層の全国的普

及振興に努力する。 
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　　　　　　28年度（33名）

氏名 　氏名

 小幡　博 町田　信行

鈴木　康之 岡田　真弥

柴田　亮介 吉田　隆二

熊田　康宏 西尾　竹英

大根田　芳浩 松岡　克夫

笠原　一也 石川　由華子

潮木　仁 足立　美由紀

濱野　昭彦 丹羽　拓史

日向　孝知 高木　あきみ

古川　泰久 松下　泰和

三宅　祥太 杉本　和子

梶田　幸子 二瓶　雅美

土田　博史 武本　清孝

田中　新吾 芦谷　誠治

丹埜　倫 吉田　尚弘

宮城島　眞知子 喜渡　正

高橋　徹

　　　　　　　　　　平成28年度正会員名簿



         平成 28 年度委員会・大会担当者   

＜委員会＞ 

1）規則公認委員会  委員長／日向 
 ＜公認＞ 委員長／日向  
2）選手強化委員会 委員長／潮木  

委員/山崎（シニア委員長）、佐野（ジュニア委員長）、足立、土田、小川、 
 ＜ナショナル強化プロジェクト＞ ナショナルコーチ/佐野、アシスタントコーチ/山崎

（シニア担当）足立（ジュニア担当） 強化スタッフ/土田、小川、松本、神谷  
サポートスタッフ/郡司、芦谷、横田、西村、菊池 

  ＜アスリート委員会＞海道泰喜   
  ＜コーチ＞  委員長／土田 委員／足立、潮木、 佐野、山崎   
  ＜学連＞   委員長／三宅   
  ＜医療サポート＞ 副委員長／酒井  委員／川原、浅野(雅)､浅野(千) 

3）競技委員会  委員長／大根田   
 ＜大会管理＞ 委員長／潮木 委員／河原、 
  ＜レフリー＞ 委員長／大根田 委員／潮木、土田、足立、佐野、山崎、 

日向、小幡、柴田、千葉、小川、渡邊、小島、矢野、吉田  
 ＜マスターズ＞ 委員長／齋藤 
4）総務委員会  委員長／梶田   
 ＜地区対策＞ 委員長／大根田 委員／全国地区支部委員 
 ＜広報＞ 委員長／日向 委員／宮城島、神谷       
 ＜財務＞ 委員長／友清 委員／梶田、吉羽、神谷 
5）普及渉外委員会 委員長／宮城島 委員／潮木、梶田、日向、大根田 
 ＜環境対策＞ＪＳＡエコプロジェクト 委員長/宮城島 
 ＜エアースカッシュ＞委員長/宮城島   
6）国際委員会 委員長/足立 委員/丹埜、友清、大島、神谷 

＜大会・イベント＞ 

Ａ）全日本アンダー23 実行委員長／潮木 副実行委員長／ 石川（学連）  
Ｂ）全日本ジュニア 実行委員長／小川 副実行委員長／土田、 三宅(学連) 島田 

委員／足立、宮城島、佐野、渡邊、ジュニア委員 
Ｃ）マスターズカーニバル 実行委員長／齋藤   委員/実行委員会 
Ｄ）全日本選手権  実行委員長／   副委員/大根田、潮木、宮城島、 
          委員/日向、小川、梶田、吉羽 
Ｅ）ジャパンジュニアオープン 実行委員長／佐野 副実行委員長／足立、小川、  

   石川（学連）、島田、委員／土田、宮城島、神谷、ジュニア委員 
Ｆ）スカッシュデー・スカッシュウィーク実行委員長／宮城島 委員／全国地区支部員 
Ｇ）エアースカッシュ 実行委員長/宮城島 委員/全国地区支部員、 
 

＜事務局＞  事務局長／梶田  事務局員／吉羽、神谷、檜阪 
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名誉総裁：高円宮妃殿下 代表理事： 笠原　一也☆ 顧問（アドバイザー）
名誉会長：猪谷千春 　　　　       臼井日出男 赤木恭平

会　　　長　：　笠原　一也 常務理事：       岩崎　晃 鈴木恒夫
      斎藤敏一

東アジアスカッシュ連盟(EASF) 　　　今村　正史

事務局長：梶田幸子☆

運営委員：
      足立美由紀 ☆

     丹埜 倫☆
監事：　　　友清敏和       小幡　博☆

     　三宅祥汰☆
☆正会員　　＊普及会員

　　 兵庫県 代表: 丹羽拓史☆

秋田県 代表: 加賀美久子＊ 和歌山県 代表: 松下泰和☆
山形県 代表: 鈴木康之☆ 滋賀県 代表: 杉本和子☆
岩手県 代表: 佐藤龍史＊ 奈良県 代表: 二瓶雅美☆
宮城県 代表: 柴田亮介

新潟県 代表: 大根田芳浩 岡山県 代表: 長行美保＊
山口県 代表: 尾潟俊雄＊

千葉県 代表: 田中新吾☆ 愛媛県 代表: 山本大介＊
神奈川県 代表: 高橋　徹☆ 鳥取県 代表: 渡部訓久＊
埼玉県 代表: 町田信行☆ 徳島県 代表: 井澤義治＊
栃木県 代表: 岡田真弥☆ 高知県 代表: 千頭誉和＊
群馬県 代表: 冨岡大地＊
茨城県 代表: 川崎孝俊☆

大分県 代表: 喜渡 正☆

岐阜県 代表: 西尾竹英 佐賀県 代表: 松原理恵＊
静岡県 代表: 松岡克夫☆ 熊本県 代表: 宇藤千鶴＊
長野県 代表: 酒井光一＊ 鹿児島県 代表: 道下和子＊
三重県 代表: 三輪　明＊ 宮崎県 代表: 小西康志＊
富山県 代表: 池田祐昇＊ 沖縄県 代表: 吉田尚弘
石川県 代表: 藤村 馨＊

委員長：足立美由紀

     柴田亮介☆

藤ヶ崎訥美

師岡 文雄
委員長:大根田芳浩

グレゴリー・クラーク

     西尾竹英☆
     芦谷誠冶☆

     吉田尚弘 ☆委員長:日向孝知☆
　　　      玉利 齊

三枝 佳紀
委員長:潮木 仁

代表:大阪府 石川由華子☆

     土田博史☆             渡邊 祥広

　　　　　　　山岸和彦

　　　　　　小見山　幸治 　　

潮木　仁☆

理事：　　　川原 貴

大根田芳浩☆

足立美由紀北海道 小幡 博 関西支部 代表:

理事会

事務局

運営委員会

柴田亮介

国際委員会

高木あきみ☆

香川県

代表:

代表:広島県 武本清孝☆

薮内誠子＊代表:

京都府

東京都

石田好光＊

芦谷誠治

代表:青森県

福島県 熊田 康宏☆代表:

古川泰久☆

代表:

中部支部 代表:

関東支部 代表:

東北支部

平野直子＊代表:

中国四国支部

代表:

九州支部

代表:

吉田尚弘代表:

岡　優鷹＊

小幡　博代表:北海道支部

アジアスカッシュ連盟(ASF)

公益社団法人日本スカッシュ協会組織図

委員長:宮城島眞知子☆

競技委員会
総務委員会

普及渉外委員会
委員長:梶田幸子

規則公認委員会

世界スカッシュ連盟(WSF)

(公社)日本スカッシュ協会(JSA)

選手強化委員会

三宅祥汰

総会

愛知県

福岡県

代表:

代表:

代表:

山梨県

濱野昭彦☆

西尾竹英

北海道・東北・関東・関西・中国四国・九州

河野時子＊

長崎県

福井県 安間保行＊ 全日本学生連盟

代表:

代表:

代表:

安藤清明＊



実現しませんか！？

公益社団法人日本スカッシュ協会

Japan Squash Association

あなたの街で
2020年東京オリンピック
世界的スポーツ・スカッシュ

入門プログラム＜スポーツ・ラボ＞
の開催を



Japan Squash Association



Japan Squash Association



スカッシュは2020年東京五輪入門プログラム
＜スポーツ・ラボ＞にチャレンジします！

◆スカッシュは、世界185以上の国や地域で約2千
万人の人々に楽しまれているイギリス生まれの

国際的スポーツです。

◆日本の競技人口は10万人、愛好者は50万人と
オリンピック候補に挙がってからは破竹の勢いで増
加しています。特にオリンピック世代と言われる
ジュニア層の拡大が目覚ましくジュニア大会での盛
り上がりは日本のスポーツ界に新しいスポーツ旋
風の幕開けを予感させます。

Japan Squash Association



スカッシュNOW
スカッシュは、2020年東京五輪追加種目最終候補の8種目に挙がり
ましたが、野球・ソフトボール・空手・スケートボード・スポーツクライミ
ング・サーフィンの5競技18種目に絞られて2016年8月リオにて開催

される国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）総会にて決定されます。

ＩＯＣが提案しているオリンピック改革案「アジェンダ2020」では、若者
の参加促進と開催地域への寄与を目的に、オリンピックの一部として

入門プラグラム「スポーツ・ラボ」の実施を掲げています。

2020年東京五輪組織員会は、追加競技・種目入りを逃したスカッ
シュ・ボウリング・武術について、地方での体験的な実施に向けて検
討しています。東京組織委員会の武藤敏郎事務総長は「東京でやる
ことも十分に考えられるが、地域おこしのためにやるという自治体も

あるだろうから可能性を探る」と語っています。

Japan Squash Association



スポーツ・ラボ（入門プログラム）実施に向けて

【（公社）日本スカッシュ協会が東京組織委員会にて確認事項】

（未だ決定ではありませんが・・・・・・・）

◆2020東京五輪組織委員会は、スポーツ・ラボ実施競技につ
いて「後援」又は「支援」を行う。

◆競技団体が、自主的に会場や自治体の協力を得て実施する。

◆オリンピック前かオリンピックとパラリンピックの間等でオリンピッ
クを盛り上げるイベントとして実施できるのであれば望ましい。

Japan Squash Association



＜2020年に向けてのスケジュール案＞

【2016年8月】

⇒8月前から各地の候補地を調査する。

ＩＯＣ総会後、すぐにスカッシュは

2020年東京五輪入門プログラム

＜スポーツ・ラボ＞に手を挙げます！

Japan Squash Association



Japan Squash Association

【2016年～2017年】

エアースカッシュ体験を通じて、地域の中
からスカッシュコート設置の声が高まるよ
うに盛り上げる。

⇒4面以上のスカッシュコート設置



【2018年】

スカッシュコート完成イベントとし
てプレ国際大会を開催する。

⇒「東アジアスカッシュ選手権」の
日本開催！

※東アジアスカッシュ選手権大会
の日本開催はすでに決定しています。

Japan Squash Association



Japan Squash Association

【2019年】

• スカッシュのメッカとしての名声を高める

⇒各種協会主催大会の開催

◆全日本スカッシュ選手権大会

◆全日本ジュニアスカッシュ選手権大会

◆ジャパンオープンジュニアオープン

◆全日本Ｕ23スカッシュ選手権大会

◆マスターズカーニバル等



2020年東京五輪入門プログラム開催！
＜スポーツ・ラボ＞

Japan Squash Association

【2020年】
4面ガラスコートの設置による入門プログラム＜スポーツ・
ラボ＞開催はマスコミの注目を集め、近未来のオリンピック
スポーツ＜スカッシュ＞を実施するあなたの街の名声が高ま
り、地域の活性化が急ピッチで進みます！

2020東京五輪日程：7月24日～8月9日
2020東京パラリンピック日程：8月25日～9月6日

⇒東京五輪の前か、東京五輪とパラリンピックの
間の日程にて開催予定！

⇒世界のトップ選手によるデモンストレーションや技術指導、
スカッシュ体験のチャンス！

⇒大会後は地域の人々が利用できるようにレガシー
（遺産）として残される。



スカッシュコート

Japan Squash Association



4面グラスコート

Japan Squash Association



スカッシュの聖地となるメリット
～あなたの街がスカッシュ聖地となれば～

☆全日本選手権やジャパンジュニアオープンな

どが開催され、日本ばかりでなく世界中から

スカッシュ選手や観客約50万人が大会や

練習に訪れます。

☆ホテルや飲食店、土産店など地域経済活性化が

見込まれます。

☆幅広い年代層で楽しまれるので地域住民の

健康維持とスポーツ活性化を図る事が出来ます。

☆災害時には避難施設としても活用出来ます。



「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について（公表） 

平成 28年 6月 13日 

公益社団法人日本スカッシュ協会 

当法人は、国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合

に、事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しませんの

で、その旨公表いたします。 

[本件連絡先] 

電 話  

03-5256-0024 

FAX  

03-5256-0025 

電子メール  

       squash@japan.email.ne.jp 

 

（参考）国家公務員法等の規定 

• ・国家公務員法（昭和 22年法律第 120号）第 106条の 24第 1項第 4号  

• ・独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）第 54条の 2第 1項において準用する国

家公務員法第 106条の 24第 1項第 4号  

• ・職員の退職管理に関する政令（平成 20年政令第 389号）第 32条  

• ・特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令（平成 20年政令第 390号）第 18条  

• ・職員の退職管理に関する内閣官房令（平成 20年内閣府令第 83号）第 9条  

• ・特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成 20年内閣府令第 84号)第 8

条  
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	主催：（公社）日本スカッシュ協会
	日程：平成28年月1月23日24日
	会場：サンセットブリーズ保田
	コーチ：佐野、松本　参加人数：22名
	チ）平成27年度ＪＳＡジュニアスカウトセレクション・春
	主催：（公社）日本スカッシュ協会
	日程：平成28年3月30日
	会場：サンセットブリーズ保田
	参加人数：16名　ＪＳＡジュニアスカウト対象選手：4名選出
	リ）平成27年度ナショナル強化合宿・春
	主催：（公社）日本スカッシュ協会
	日程：平成28年3月30日～4月1日
	会場：サンセットブリーズ保田
	コーチ：佐野、土田、菊池
	参加強化選手：24名
	③ 公認スカッシュコーチ＜レベル1＞特別認定講習会及びリフレッシュコースの開催
	イ）公認スカッシュコーチ＜レベル1＞特別認定講習会＆試験の開催

	（3） スカッシュ競技の競技大会に関する事業
	① 協会主催の競技大会
	イ) 第26回全日本アンダー23スカッシュ選手権大会
	ロ) 第29回ジャパンジュニアオープンスカッシュ選手権大会
	＜ワールドジュニアサーキット(WSF) ＞
	＜アジアジュニアスーパーシリーズ(ASF)＞
	ハ) 第21回スカッシュマスターズカーニバル
	ニ) 文部科学大臣杯争奪第44回全日本スカッシュ選手権大会
	＜平成27年度スポーツ振興基金助成＞
	ホ) JOCジュニアオリンピックカップ第20回全日本ジュニアスカッシュ選手権大会

	② 海外大会日本代表派遣
	イ) 第13回ＰＢＡペナンジュニアオープン
	日程：6月1日～6日
	会場：二コルデービットインターナショナルスカッシュセンター
	（マレーシア　ペナン市）
	種目：男女アンダー19,17,15,13,11
	参加選手：11名、監督/佐野公彦
	上位入賞者：女子アンダー17優勝　渡邉聡美
	男子アンダー19　9位　机龍之介

	③ 国際大会の日本開催に向けての資金及び情報の収集
	目的：国際大会を開催して海外選手と対戦する機会を作る事により日本選手の技術の向上を図る。又、間近で海外トップ選手のプレイを観戦する機会を作り、より多くの人々にスカッシュへの関心を高めてもらい一層の普及を図る。
	計画： 2018年東アジアスカッシュ選手権大会の日本開催、2020年東京五輪
	スポーツラボの実現、2021年関西ワールドマスターズゲームズに向けての準備。

	（4）その他本会の目的を達成する為に必要な振興事業
	① アジア競技大会に向けてのロビー活動及び選手強化活動
	② オリンピック競技大会での正式競技入り実現の為の推進活動
	③ ドーピング検査及びドーピング防止啓蒙活動
	＜平成27年スポーツ振興くじ助成＞
	④ 会員募集事業と公認事業制度の運用
	内容：＊個人会員登録及び協会公認・承認大会への参加は（株）アプロード運用の「スポーツエントリー」を利用して利便性を図った。平成23年度より大会参加に関しての「スポーツエントリー」の利用は、主催者の判断に委ねている。
	＊世界スカッシュ連盟（WSF）の規格に基づいて、コート及びボールの公認を行いスカッシュ競技の安全性や統一を図った。
	＊公認大会の運用（要項、ドロー、結果の確認及び公認）やランキング等の発表を行い、公認大会の全国統一とレベルアップを図った。
	平成26年度よりジュニアランキングも施行している。
	⑤ 世界スカッシュ連盟、アジアスカッシュ連盟、東アジアスカッシュ連盟、各国協会、男女国際プレーヤーズ協会等海外との連絡調整
	目的：海外対策委員会を中心に海外の情報収集及び国内情報の発信及び海外との協力体制で積極的な活動を行った。
	内容：東アジアスカッシュ連盟総会及びアジアスカッシュ連盟総会、世界スカッシュ連盟総会に出席。
	東京五輪追加種目ヒアリングにてＷＳＦ役員のアテンドをした。
	⑥ 全日本学生連盟との連携、強化
	内容：5年前より学生連盟の所属選手も個人登録とし、協会機関誌を個別に発送する事により情報を一層密に伝達した。又、大会等における協力体制を強化した。
	⑦ 「(公社)日本スカッシュ協会ナショナルトレーニングセンター(仮称)」建設に向けた資金及び情報の収集
	⑧ 公益法人としての活動の強化
	目的：公益社団法人としての適正な活動を行い、スカッシュの一層の普及振興に努力した。
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	目的：国際大会の開催により海外選手と対戦する機会を作り日本選手の技術の向上を図る。又、間近で海外トップ選手のプレイを観戦する機会を作り、より多くの人々にスカッシュへの関心を高めてもらい一層の普及を図る。
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	④ 会員募集事業と公認事業制度の運用
	内容：＊個人会員登録及び協会公認・承認大会への参加は（株）アプロード運用の「スポーツエントリー」を利用して利便性を図る。但し、平成23年度より大会参加に関しての「スポーツエントリー」の利用は、主催者の判断に委ねている。
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	目的：引き続き学生連盟の所属選手も個人登録とし、協会機関誌を個別に発送する事により情報を一層密に伝達する。又、大会等における協力体制を強化する。
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	⑧ 公益法人としての活動の強化
	目的：公益社団法人としての適正な活動を行い、スカッシュの一層の全国的普及振興に努力する。
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