
※詳しくは募集要項をお読みください。

（直接お問い合せください）

宿泊：プラザイン新横浜
電話：045-533-4898

宿泊施設のお知らせ

新横浜・個室居酒屋AJITO

会費：4,700円

⽇時：1⽉12⽇（⽇）19：00より

懇親会のお知らせ

スポーツエントリー 0570-039-846
平⽇10:00∼
17:30
⼟⽇祝祭⽇休業

 http://www.sportsentry.ne.jp Web：24時間受付
※申込みでわからない場合は、お気軽に
お電話ください。

申込み先はスポーツエントリー。電話・webのどちらかでお申込みください。

マスターズカーニバル実⾏委員会からのお願い

●競技中の写真について� マスターズカーニバルでは、写真を撮らせていただき広報で活⽤させていただきます。写真を
使⽤されることに⽀障がある場合は、遠慮なくお伝えください。

●協会登録のお願い スカッシュマスターズカーニバルは、公益社団法⼈⽇本スカッシュ協会主催の⼤会です。
●マーカー・審判のお願い 今回マーカー・審判を他の⼤会同様、敗者マーカー・勝者審判でお願いしたく思います。
 難しければ、スタッフに遠慮なくお伝えください。

各プランの完全実施を⽬指しておりますが、予期せぬトラブル
等で変更及び中⽌になる場合があります。その判断は⼤会実⾏
委員⻑に委ねさせて頂きます。

公益社団法⼈ ⽇本スカッシュ協会 主催

無差別マッチ第4弾！！

トリオマッチのみのエントリー可能！！

あらゆる垣根を取り払い、ガチンコで戦う！！ 4代⽬チャンピオンは誰だ！！
30才以上で協会登録があれば、誰でも出場可能！！ プロ!!�⼤歓迎!!
年齢別シングルあるいはトリオマッチとのダブルエントリーが可能です。

今回もトリオマッチのみのエントリーが可能です！！

※3⼈⼀組でエントリーをお願いします。
※シングルス戦とのダブルエントリーなら、+3,000円（今回少し値上げしました）。
※トリオのエントリー料⾦�団体5,200円 準団体・クラブチーム5,700円 その他6,200円

男⼥混合

第25回第25回第25回

今年もプロ選⼿と強化選⼿にご協⼒いただきます!!
スカッシュ界の未来を担う若い選⼿達を応援するとともに、いくつになっても楽しんで、スカッシュ界を⽀えているマスター
ズの魅⼒に触れさせてあげましょう!!

歓迎!!�マスターズカーニバル初出場!!
何と!?�2,000円!! 協会登録費⽤とセットで、5,600円になるエントリー費⽤を設定しました。
マスターズカーニバルに初めて出場される⽅のための料⾦設定を設けました。

マスターズカーニバルに参加して、楽しさを知ってしまいましょう!!

開催⽇時

2020年1⽉12⽇（⽇）∼13⽇（⽉・祝）
会場
ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
（横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅から徒歩1分）

初出場を2名誘えば、1,000円キャッシュバック!!
マスターズカーニバルに初めて出場される⽅を2名お誘いいただき、エントリーすると⼤会当⽇の受付にて、1,000円
キャッシュバックいたします。

30代40代は初戦はリーグ戦で複数の相⼿と対戦!!
その他の年代の初戦敗退者は強化選⼿と5分対戦!!

スカッシュ57って何？ エキシビジョン・体験コーナー開催予定!!

インターネット
11⽉29⽇（⾦）20時∼

電話
12⽉2⽇（⽉）10時∼

募集開始!!

再募集



⽇時 2020年1⽉12⽇（⽇）∼13⽇（⽉・祝）
会場

再募集定員

ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE
（横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅から徒歩1分）

募集要項

●トリオマッチ…9組（先着順とさせていただきます）

●ダブルエントリーについて

●シングルス戦…40名

※定員オーバーとなった場合でも、昨年優勝者（当該カテゴリ）のエント
リーを優先いたします。

シングルス戦（年齢別、無差別）＋トリオマッチの組み合わせと、年齢別
＋無差別の組み合わせのダブルエントリーが可能です。
※年齢別のダブルエントリーはできません。
※トリプルエントリーはできません。

種 ⽬

開催⽇
＆

※応募⼈数により、調整する場合があります。

参加資格

●本年を含む過去5年以内（2015年∼2019年）全⽇本選⼿出場権を持つ選⼿はチーム内1名以内とします。

●各年齢別カテゴリについては、実年齢または実年齢以下の種⽬にエントリー可能です。

●⼤会当⽇（2020年1⽉12⽇）に30才に達していて、2019年度（公社）⽇本スカッシュ協会のプロ選⼿会員、個⼈選⼿
会員、⼀般会員、レフリー・コーチ会員のいずれかに申込時までに登録済である者。
●初出場については、今回初めてマスターズカーニバルに出場をする者。

【トリオマッチについて】 ★トリオマッチのみのエントリーが可能です!!

●男性のみ、⼥性のみ、男⼥混合などチーム編成は⾃由です。
●トリオマッチのみのエントリーの場合、参加費はシングルス戦と同料⾦となります。
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トリオマッチ
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⼥
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(11)★男⼥混合ハンデなし
(12)※10/13のみ��

★マスターズカーニバルは（公社）⽇本スカッシュ協会公認⼤会ですので、協会登録をお願いします。

参加費

エントリー
⽅法

●シングルエントリーの場合

※ダブルエントリーでトリオマッチに参加申し込みされる⽅は、必ずシングルエントリーを完了してください。シングルエ
ントリーが確認できない場合は、トリオのみのシングルエントリーとみなし、当⽇清算にて差額を徴収させていただきます。
※トリオマッチの申込⽅法についての質問は、下記のスポーツエントリーのメールまたは電話で問い合わせを⾏ってくだ
さい。※トリオマッチ・リーグ戦ドロー発表後にメンバー変更をする場合、対戦相⼿にハンデを与えます。

※初出場の⽅は、出場したいカテゴリにエントリーしてください。エントリーの際は、必ず協会登録をお済ませください。

★変更メンバーは出場区分に応じた参加費をお⽀払いいただきます。★変更メンバーを⾒つけられない場合には、⼤会
スタッフが代わりに出場する場合があります。

※初出場の⽅もダブルエントリー可能です。料⾦は2,000円+3,000円（ダブルエントリー料⾦）となります。
●トリオマッチに参加の場合（トリオのみのシングルエントリーの場合もダブルエントリーの場合も）

※代表者が申込みするのは、トリオマッチ参加メンバーの参加費（3名分）となります。参加メンバーの区分（シングルと
のダブルエントリーまたはトリオマッチのみ）に従って登録をしてください。⼊⾦が確認できた段階で、トリオマッチへの申
込⼿続き完了となります。

年齢別または無差別のシングルス戦のみの参加者は、シングルス戦のみ選択してお申込みください。

【3⼈エントリーの場合のトリオマッチ代表者】
トリオマッチの種⽬を選択してお申込みください。
※種⽬選択後のエントリーフォームにて、トリオマッチ参加メンバー情報をご登録ください。

●年齢別と無差別のダブルエントリーの場合 年齢別と無差別のダブルエントリー欄よりお申し込みください。

6,200円
その他

5,200円 5,700円
準団体・クラブチーム会員団体会員

シングルエントリー ＋3,000円
シングルエントリー +3,000円均⼀（⼀⼈あたり）

シングルエントリー（年齢別、無差別、トリオのみ）
ダブルエントリー（年齢別+無差別）
ダブルエントリー（年齢別、無差別+トリオマッチ）

マスターズカーニバル初出場 2,000円均⼀ ※協会登録費（⼀般会員3,600円）と合わせて、5,600円!!

Over�40�+�Over�30

シングルス戦（初⼼者、年齢別、無差別）�+�トリオ
Over�40�+�無差別 OK

OK

NGダブルエントリーの
例

※初出場の⽅も、出場したいカテゴリを選んでください。
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問い合わせ先

試合ルール
＆

注意事項

使⽤球 DUNLOP�PRO（協会公認球）

申込受付

問い合わせ エントリー⽅法などに関する問い合わせは、上記スポーツエントリーにお願いします。その他は下記へお願いします。

�

インターネットでの募集期間 11⽉29⽇（⾦）�20時∼12⽉6⽇（⾦）24時
電話での募集期間 12⽉2⽇（⽉）10時∼12⽉6⽇（⾦）17時30分

公益社団法⼈⽇本スカッシュ協会 マスターズカーニバル⼤会事務局��e-mail:�squash@japan.email.ne.jp�
        電話 03（6384）5788

※トリオマッチへお⼀⼈で申し込みされる場合は、お⼀⼈分の参加費⽤をお⽀払いください。

※トリオマッチへ3名で参加される場合の参加費⽤は、チーム代表者が3名分まとめてお⽀払ください。
※シングルス戦の参加費⽤は、個⼈毎にお申込みお⽀払いいただくか、代表者が代⾏していただくことも可能です。

※JSA未登録者は必ず事前にスポーツエントリーで協会登録を済ませてからエントリーをお願い致します。
※申込後のキャンセルはできますが、参加費の返⾦は致しかねますのでご了承ください。ただし、申込期間中に関しては、
振込⼿数料を差引いて後⽇主催者から返⾦いたします。申込期間（期⽇前に申込を締め切った場合には締切⽇）終了
後は返⾦できません。

※申込期間内で、お⽀払いが完了して申込受付完了となります。お⽀払いがないと申込み不成⽴となります。

http://www.sportsentry.ne.jp(PC、スマートホン共通24時間受付)

申込はPC、スマートホン、電話が選べます。⽀払いはコンビニ、Pay-eas、クレジットカードが選べます。
TEL�0570-039-846（営業時間：平⽇10時∼17時30分�⼟⽇祝祭⽇休業）

申込画⾯で必要事項を⼊⼒し、送信後、期⽇までに参加費をお⽀払い下さい。

申 込 先：スポーツエントリー

申込期間:インターネット 2020年11⽉29⽇（⾦）20時∼12⽉6⽇（⾦）24時00分
    �電話 2020年12⽉2⽇（⽉）10時∼12⽉6⽇（⾦）17時30分
    （定員になり次第締め切らせて頂きます。）

⼆⽇⽬の決勝戦は、ラリーポイント11点5ゲームスマッチ（タイブレーク無し）を⾏います。

ラリーポイント11点3ゲームスマッチ（タイブレーク無）のトーナメントを⾏います。

●（1）（2）（6）（7）のシングルス戦のポイントルール等について

今回、審判・マーカーについては原則的に勝者審判、敗者マーカー制と致します。ご⾃⾝での対応が難しい場合は、ス
タッフに遠慮なくお伝えください。

●トリオマッチのルールについては別紙をご参照ください。
●審判・マーカーについて

●（3）∼(5)、（8）∼（10）および(11)のシングルス戦のポイントルール等について

⼆⽇⽬にリーグ戦の結果に基づいたトーナメントを⾏います。

※⼈数により変更になる場合があります。

⼀⽇⽬はラリーポイント15点1ゲームマッチのリーグ戦を⾏います。

準決勝・決勝は5ゲームスマッチとします。
今⼤会は初戦敗退者を対象としたプレート戦を⾏わず、⼆⽇⽬に初戦敗退者を対象とした強化選⼿と対戦していただき
ます。初戦の対戦相⼿が棄権し、2回戦で敗退した場合、初戦が2回戦からで初戦で敗退した場合、強化選⼿の対象とは
なりません。★状況により変更する場合があります。

⽇時 2020年1⽉12⽇（⽇）∼13⽇（⽉・祝）
会場 ヨコハマスカッシュスタジアムSQ-CUBE

（横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅から徒歩1分）

募集要項

※⼤会期間中の事故・ケガ等につきましては、主催者・施設側は⼀切の責任を負いません。
 ⾃⼰の責任において処理してください。ケガ防⽌のためアイガードの着⽤を推奨します。
※本⼤会では、⾼機能タイツ及びシャツの着⽤はOKです。

要注意

主催
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例

またドロー発表後にメンバーの変更があった場合、対戦相⼿チームに3⼈それぞれ1点ずつの減点からスタートとなります。
ご了承ください。

予選リーグ第1位のチームは本戦トーナメントに進めます。予選リーグ第２位チームによる敗者復活ゲームがあります。

※トリオマッチ開始前に受付にて、番⼿を記載したオーダー表をチーム毎にお渡しします。オーダー表を無くされたチームは、
失格となりますので、無くさないようにお願いいたします。

●トリオマッチのメンバー構成によるペナルティーについて

●トリオマッチの番⼿について
トリオマッチは、本戦トーナメントを決勝まで勝ち上がると最⼤6試合⾏うことになります。

予選は3チームリーグ戦として最低2試合を保証します。ただし、対戦相⼿が棄権の場合は2試合の保証の対象となりません。

ラリーポイント27点1ゲームマッチ1⼈⽬の対戦のポイントが9点となった段階で選⼿交代・2⼈⽬の対戦ポイントが18点と
なった段階で選⼿交代・3⼈⽬の対戦ポイントが27点となった段階でマッチオーバー ※タイブレーク無し

過去5年以内（2015年∼2019年）の全⽇本出場権を持つ選⼿が複数含まれる場合は、本戦には上がれませんので、⼗分に
ご注意の上、エントリーをお願いします。

決勝までの6試合を、同じ順番で番⼿を組むことは不可とします。

シングルス戦と同時にダブルエントリーされる場合は、今回から追加のエントリーフィーが3,000円均⼀となります。

トリオマッチのみのエントリー場合でも協会登録が必要です。エントリー時に協会登録を済ませておいてください。

●トリオマッチのエントリー⽅法
トリオのみのエントリー料⾦は、シングルス戦同様、団体5,200円・準団体5,700円・その他6,200円、今回がマスターズカーニ
バル初参加の⽅は2,000円となりますので、お間違いのないようにお申し込みください。

基本的には、3⼈⼀組でエントリーをお願いします。ただし今回より初の試みとして、お⼀⼈でのトリオマッチエントリーを可能
とします。初の試みのため先着6名様とさせていただきます。組み合わせについては、運営委員会にお任せください。

●トリオマッチのポイントルール・予選→本戦について

※予選・本戦を含めてすべての試合を異なる番⼿で組んでいただきます。
※シングルス戦、トリオマッチ共に、エントリーの状況によって、ルールの変更を⾏う場合があります。

1番⼿
2番⼿
3番⼿

1試合⽬
Aさん
Bさん
Cさん

2試合⽬
Aさん
Cさん
Bさん

3試合⽬
Bさん
Aさん
Cさん

4試合⽬
Bさん
Cさん
Aさん

5試合⽬
Cさん
Aさん
Bさん

6試合⽬
Cさん
Bさん
Aさん

トリオマッチのルールと
注意事項

種別 団体 準団体・クラブチーム その他 初参加
トリオマッチのみエントリー 5,200円 5,700円 6,200円 2,000円
シングルとのダブルエントリー シングルス戦料⾦＋3,000円
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