
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。
２０２０年１月２５日(土)～２６日(日)にエル・スポーツ京都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 階更衣室を利用することは禁止です。
・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。

E-mail:  info@squash-k.org
TEL: 080-5893-0741（大会当日のみ）

2020年1月吉日

日本スカッシュ協会　関西支部

大会実行委員長 　上野　修司

2019年度クラブカップ（オープン団体戦）　注意事項

理事長 　足立　美由紀



２０１９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。
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
※１月２５日（土）は試合番号１～５を実施。１月２６日は試合番号６～１０を実施。

三都物語
はんなりーず
チームリア充
月曜日のテルサ
納豆ごはん

※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）

男子

1月25日（土） 1月26日（日） 1月25日（土）

岡野チルドレン 最寄り駅西宮北口
男子１−１ 男子１−３

マスターズ３４１歳チームささみチーズ

グリフォン OldBoys

男子１−２ 男子１−４
長崎ボーイズ ルネ尼レジェンド19

男子３決

男子２−１ 男子決勝 男子２−２

女子10

男子１−１の敗者 男子１−３の敗者

男子Ｐ１

1月25日（土）

月曜日のテルサ

プレート
決勝

男子Ｐ２

男子１−２の敗者 男子１−４の敗者

女子

三都物語 はんなりーず チームリア充

女子3 女子9 女子7
女子2 女子4

女子10
女子5 女子6 女子4

女子6 女子2

女子1

女子5 女子8

女子8

女子1
女子3
女子9
女子7

納豆ごはん



２０１９年度クラブカップ　タイムテーブル ２０１９年度クラブカップ　チームリスト

1月25日（土） チーム名 選手名 所属
Bコート Cコート Dコート 岡野チルドレン 山口俊平 エルスポーツ京都

10:00 岡野チルドレン 岡野弘嗣 エルスポーツ京都
10:20 岡野チルドレン 岩井祐二 スカッシュマジック
10:40 岡野チルドレン 松井諭 エルスポーツ京都
11:00 岡野チルドレン 岡田賢 エルスポーツ京都
11:20 ルネ尼レジェンド19 高柳裕哉 ルネサンス尼崎
11:40 ルネ尼レジェンド19 石原慎平 コナミ西宮
12:00 ルネ尼レジェンド19 佐多知樹 ルネサンス尼崎
12:20 ルネ尼レジェンド19 大野順彦 ルネサンス尼崎
12:40 ルネ尼レジェンド19 松井久史 Grandir
13:00 最寄り駅西宮北口 篠原健一 コナミ西宮
13:20 最寄り駅西宮北口 前川拓也 コナミ西宮
13:40 最寄り駅西宮北口 池田大和 コナミ西宮
14:00 最寄り駅西宮北口 佐々木雅 福大助監督
14:20 最寄り駅西宮北口 松岡哲平 Derby
14:40 長崎ボーイズ 長崎快 大阪大学

15:00 長崎ボーイズ 安藤孝宏 大阪大学

15:20 長崎ボーイズ 若狭賢治 大阪市立大学
15:40 長崎ボーイズ 辰巳顕利 大阪市立大学
16:00 長崎ボーイズ 藤田龍之介 関西学院大学
16:20 グリフォン 青木絋太郎 立命館大学

16:40 グリフォン 岡田潤哉 立命館大学

17:00 グリフォン 瀬口夏海 立命館大学

17:20 グリフォン 木佐貫武宏 立命館大学

17:40 グリフォン 片桐奨吾 立命館大学
18:00 マスターズ３４１歳 江上真博 コナミ西宮

マスターズ３４１歳 鈴木一裕 ジ・アンタンテ
マスターズ３４１歳 甚川春夫 ルネサンス尼崎

1月26日（日） マスターズ３４１歳 谷明 セントラル住ノ江
Bコート Cコート Dコート マスターズ３４１歳 村上伸 コナミ西宮

10:00 OldBoys 丹羽拓史 SSB
10:20 OldBoys 上野修司 関西支部
10:40 OldBoys 安藤淳哉 関西支部
11:00 OldBoys 松野隆之 関西支部
11:20 OldBoys 塩崎泰一郎 関西支部
11:40 チームささみチーズ 芹澤和真 関西学院大学
12:00 チームささみチーズ 奥村昇太 関西学院大学
12:20 チームささみチーズ 小川陸人 関西学院大学
12:40 チームささみチーズ 中村隼人 関西学院大学
13:00 チームささみチーズ 矢倉裕士 関西学院大学
13:20

13:40
14:00
14:20
14:40
15:00 チーム名 選手名 所属
15:20 女子① 三都物語 高木あきみ エルスポーツ京都
15:40 三都物語 近松まり子 セントラル住ノ江
16:00 三都物語 中田裕子 ボースト
16:20 女子② はんなりーず 中元可津美 エルスポーツ京都
16:40 　 はんなりーず 中元和歌 SQKC
17:00 はんなりーず 清水沙梨奈 スカッシュマジック
17:20 　 女子③ チームリア充 鶴来谷萌 関西学院大学
17:40 チームリア充 藤村祐理子 神戸女学院大学
18:00 チームリア充 米田優梨子 神戸女学院大学

月曜日のテルサ 加野佑依 関西大学
月曜日のテルサ 中村留唯 関西大学
月曜日のテルサ 瓜生朋美 関西支部
納豆ごはん 石川由華子 セントラル住ノ江
納豆ごはん 井手口尚子 ルネサンス住之江
納豆ごはん 奥本佳椰 大阪市立大学

男子１

男子１−１ 男子１−２

男子２
女子２

男子３

男子４

男子１－３

女子３

男子Ｐ１

女子１

男子５
プレート決勝

男子６

男子７女子６ 女子７

女子⑤

女子④

女子８ 女子９

男子決勝 男子３決

男子２−２
男子８

男子２−１

表彰式

女子１０

男子１－４

男子Ｐ２

女子５

女子４
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