
関係者各位 殿 

        (社)日本スカッシュ協会北海道支部 

          大会実行委員長 小幡 博 

 

第 40回全道スカッシュ選手権大会ドロー発送のご案内 
 
拝啓、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、このたび９月７日(土)～９月８日(日)の日程にて開催いたします『第 40 回全道スカッシュ選手権大会』のド

ロー及び注意事項を送付いたしますので、貴クラブ所属の参加選手にご案内頂けますようお願い申し上げます。  

敬具 

 大 会 注 意 事 項  
○ 競技上の注意事項 

・本大会は JSAのルールに則して行います。全試合１１点ラリーポイントスコアリングタイブレーク方式で行いま

す。選手権男子 1回戦は 3ゲームマッチ 2回戦から 5ゲームマッチ、選手権女子は全て 5ゲームで行います。 

フレンド・マスターズは 3 ゲームズマッチで行います。プレート戦は選手権・フレンドともに３ゲームズマッチ

で行います。 

 5ゲームマッチのノックアップは４分、3ゲームマッチのノックアップは 3分とします。選手権男女のみ 5ゲーム

ズマッチで 3位決定戦を行いますが、その他の種目で 3位決定戦は行いません。 

・選手権男女のドローは２０１９年８月１０日付けランキングを基に作成しています。 

・原則として勝者レフリー・敗者マーカーとします。できない場合は代理を立ててください。 

・選手権準決勝からは運営サイドでレフリーを決めさせていただきます。JSA の公認審判員の資格をお持ちの方は

ぜひお申し出頂き、レフリーをお願いいたします。(選手権準決勝からは公認審判員がレフリーをした場合、謝礼

として 1試合につき 500円支給いたします。) 

・選手は試合予定時刻を 5分経過してコートに入らない場合は棄権とみなします。また試合進行上 

時間が早まったり、変更になる場合がありますので、早めに来場頂き進行掲示板にご注意ください。 

・棄権の場合は、必ず前もって小幡までご連絡をお願いします。連絡先℡090-8428-5614  

・19 歳未満の選手は全カテゴリーで必ず WSF 公認アイガードを着用してください。事故防止のためアイガードの

着用を全カテゴリーの選手にお勧め致します。公認アイガードについては、世界連盟のホームページ内の最新

版リストをhttp://www.worldsquash.org/eyewear/certified-eyewear/よりご確認ください。なお、試合中の事
故・怪我につきましては、主催者側・施設側は一切の責任を負いませんので自己の責任において処理をしてくだ

さい。 

・2018 年 4 月より公認競技の選手権男女でフルレングス高機能ウェアの着用が禁止されています。        

詳細は日本スカッシュ協会ホームページhttp://squash.or.jp/squash/rule/guideline_04.htmlをご確認ください。 

 

共通の注意事項 

・荷物は所定の場所に置き、ロッカールームへの大きな荷物の持ち込みはご遠慮ください。また 

貴重品の管理は自己責任でお願いいたします。 

・ゴミは所定の場所へお願い致します。 

・スカッシュの試合撮影以外のビデオカメラによる館内撮影は禁止とさせていただきます。 

・会場施設は会員制スポーツクラブとなっております。会場利用にあたってクラブのマナーを守り 

クラブ会員に迷惑のかからないようお願いいたします。当日は大会スタッフの指示に従いご利用ください。 

 

KGセントラルフィットネスクラブ山鼻 

・大会受付は３階で行います。出場者の方は必ず受付を行って下さい。 

・KGセントラルフィットネスクラブ山鼻の会員以外の出場選手は大会期間中スカッシュコート 

以外のスポーツ施設の利用はできません。 

・着替えはロッカールームで行い、ロッカーカードの使用は試合終了後のシャワー使用時のみとなります。数に限

りがありますので、長時間のご使用はご遠慮下さい。 

・タオルのレンタルは、フロントにて有料(210円)で行っております。 

・食事の際は３階カルチャールームもしくは地下１階アトリウムのみご利用いただけます。アリーナでの食事は

できません。全館禁煙となっております。 

・駐車場は有料となります。公共の交通機関もしくは近隣の駐車場をご利用下さい。 

 

サッポロスカッシュスタジアム SQ－CUBE 

・大会受付は Aコート後方で行います。出場者の方は必ず受付を行ってください。 

・食事の際は 1階フロント前スペースが飲食可能となっております。 

・駐車場は出場者・観戦者ともに使用禁止といたします。公共の交通機関もしくは近隣の駐車場を 

ご利用下さい。 
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http://squash.or.jp/squash/rule/guideline_04.html


小野 晴香 板井 百香

選手権女子

佐藤 舞雪 深見 友紀恵
(旭川西高等学校)

13:30 14:30

(SQ-CUBE札幌)

惣田 香織

16:15 17:30

山内 潮音
(Ash) (SQ-CUBE札幌)

11:15 12:00

(北海学園大学)

13:15 13:15

(武蔵女子短期大学)

笹木 鈴香 大橋 夏海
(北海学園大学)

13:30 14:30

(藤女子大学)

西屋 満子 山中 裕子
(SQ-CUBE札幌) (宮崎バディ)

16:00
古内 まりな 梅津 彩織

(藤女子大学)
14:00 15:00

(SQ-CUBE札幌)

16:15 17:30

干野 恭加 篁 えりか
(旭川教育大学) (utari)

五十嵐 千紗 稲井 ゆずき
(北海商科大学) (武蔵女子短期大学)

11:15 12:00

14:00 15:00

吉田 朗子 高部 藍璃
(北海道大学) (SQ-CUBE札幌)

ハーディング 史子 竹田 晴香
３位決定戦

(T.UNITED) (コナミ白石)

15:30

9月7日（土） 会場：SQ-CUBE札幌 9月8日（日） 会場：セントラル山鼻 9月7日（土） 会場：セントラル山鼻



黒田 駿平
(SQ-CUBE札幌)

10:00 11:30

(北海学園大学)

佐藤 健太 桂川 雄樹

選手権男子

笠井 悠平 渡邉 壱成
(SQ-CUBE札幌)

11:15 12:30

(北海学園大学)

上守 祐史

14:00 16:00(北海道大学)

16:45 18:00

(Ash)

柳沢 一茶 室野 圭亮
(北海学園大学)

11:45 12:30

(北海学園大学)

藪中 克未 岩堀 遼馬
(北海学園大学) (北海道大学)

13:45 13:45

鈴木 瀧雅 池谷 征
(Ash)

11:45 13:00

(utari)

14:30
16:00

舘 俊佑 市川 雄二郎
(utari) (北海学園大学)

松山 竜ノ助
中田 悠輔

11:30

(北海学園大学)
(北海学園大学)

11:45

13:00

山本 幸輝

村田 洋介 (北海学園大学)
(Ash)

日比 雅也
(北海学園大学)

16:30
安本 祐司 牧野 心平

(SQ-CUBE札幌)

12:15 13:30

(北海道大学)

高部 和人

14:30

小島 大輝 丸山 利幸

16:30

渡辺 大詩
(SQ-CUBE札幌)

10:00 11:45

(utari)

島崎 傑 小森 崇史
(utari)

16:45

小幡 博 高井 智史
(SQ-CUBE札幌) (北海道大学)

寺井 光輝 佐々木 城

(SQ-CUBE札幌) (SQ-CUBE札幌)

砂原 幹大 金子 修己
(SQ-CUBE札幌)

12:15 14:00

(イカトンSQ)

14:30 16:30

18:00

(utari)

石井 和樹 吉田 将馬
(utari)

12:15 13:30

(北海学園大学)

３位決定戦

杉澤 健 寺嶋 雄志

15:30

(SQ-CUBE札幌) (Derby)

(北海学園大学)
10:00 11:45

(SQ-CUBE札幌)

12:45 14:00

坂本 宇碩 内山 昌典
(北海学園大学) (北海道大学)

9月7日（土） 会場：SQ-CUBE札幌 9月7日（土） 会場：セントラル山鼻9月8日（日） 会場：セントラル山鼻
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9月7日（土） 会場：SQ-CUBE札幌 9月7日（土） 会場：セントラル山鼻9月8日（日） 会場：セントラル山鼻

9月7日（土） 会場：SQ-CUBE札幌 9月8日（日） 会場：セントラル山鼻 9月7日（土） 会場：セントラル山鼻



(ルネサンス札幌平岸)

浅水 克仁 
(北海学園大学) (SQ-CUBE札幌)

14:45

伊藤 柊人
近江 竜也

11:00

(北海学園大学)
(北海学園大学)

13:15

13:30

斉藤 涼太
今村 太一 (北海学園大学)

(北海道大学)
小刀禰 秀樹

フレンド男子

仙北 崇 板倉 航汰
(セントラル山鼻)

13:15 13:15

(北海道大学)

三浦 聡一郎

12:15
12:15

濱田 赳樹
(SQ-CUBE札幌)

10:45 11:00

(北海学園大学)

菅原 慧汰

フレンド女子

立花 明音 柴田 月菜
(天使大学)

10:15 10:30

(北海学園大学)

12:45 13:00

武田 夕奈 金沢 友羅
(武蔵女子短期大学) (武蔵女子短期大学)

12:00 12:00

伊藤 千智 木下 咲名
(北海学園大学)

10:15 10:30

浪岡 くるみ 14:45 町田 莉奈
(北海商科大学)

10:15

(北海学園大学)

松井 七美 七條 萌
(藤女子大学) (武蔵女子短期大学)

10:45

(北海学園大学)

12:45 13:00

清水 琴音 大和田 朋佳
(武蔵女子短期大学) (武蔵女子短期大学)

間平 梨里亜 橋本 菫

(武蔵女子短期大学) (天使大学)

(藤女子大学)
10:30 10:45

(藤女子大学)

成澤 康乃 中島 菜々美

9月7日（土） 会場：SQ-CUBE札幌 9月7日（土） 会場：SQ-CUBE札幌9月8日（日） 会場：セントラル山鼻

9月7日（土） 会場：SQ-CUBE札幌 9月7日（土） 会場：SQ-CUBE札幌9月8日（日） 会場：セントラル山鼻
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9月7日（土） 会場：SQ-CUBE札幌 9月7日（土） 会場：SQ-CUBE札幌9月8日（日） 会場：セントラル山鼻

9月8日（日） 会場：セントラル山鼻9月7日（土） 会場：SQ-CUBE札幌 9月7日（土） 会場：SQ-CUBE札幌



試合はすべて8日(日)　セントラル山鼻

小幡　博 佐々木　城 上守 祐史 高部 和人 本吉 隆士

小幡　博
（SQ-CUBE札幌）

 1 6 9 3

佐々木　城
（SQ-CUBE札幌）

11:00  4 7 10

上守 祐史
（SQ-CUBE札幌）

12:30 11:45  2 8

高部 和人
（SQ-CUBE札幌）

15:00 14:15 11:00  5

本吉 隆士
（セントラル山鼻）

11:45 15:00 14:15 12:30  

マスターズ男子


