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スカッシュを応援します！ 

ミズノ株式会社 * グローブライド株式会社 * 株式会社ダンロップスポーツマーケティング * 株式会社ダイナム 

大塚製薬株式会社 * アサヒグループホールディングス株式会社 * セントラルスポーツ株式会社 

株式会社ルネサンス *  株式会社東武スポーツ  *  HEAD Japan  * Ｊｃｏｕｒｔ *  OEC  *  Be-Win 

株式会社エスキューブ * パシフィック・ディベロップメント アンド マネージメント株式会社 * 株式会社ティップネス 

グラデスタオ株式会社 *アイベックスポーツ株式会社* 株式会社スポーツステーション・ジン * 株式会社ヤマナカシャツ 

リバティ スカッシュコート *株式会社サンワ * スカッシュマジック有限会社 * Sunset Breeze Hota * 株式会社ランド 

*Squash-Life * 九州医療スポーツ専門学校＊株式会社PR TIMES  
 

 

 

 

令和元年5月吉日 

第30回全日本アンダー23スカッシュ選手権大会 

大会ドロー発送のご案内 

 

公益社団法人日本スカッシュ協会 

大会実行委員長 潮木 仁 

 

拝啓 

時下ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。 

さて、6 月 1 日(土)・2 日(日)に開催されます「第 30 回全日本アンダー23 スカッシュ選

手権大会」の大会ドロー及び注意事項をお送りいたしますので、選手の皆様にお知らせ頂

きますようお願い申し上げます。 

敬具 

大会注意事項 

 

１．会場利用上の注意 

●大会期間中、出場者はスカッシュコート以外の施設を利用することはできません。 

●ロッカーキーはシャワー利用時のみお渡しします。（各自で管理し、紛失しないように

気をつけてください。） 

●会場に利用にあたっては施設のマナーをよく守ってください。 

●大会期間中は、混雑が予想されますので電車をご利用ください。  

●車での来場はご遠慮ください。 

●所持品などは自己管理・自己責任でお願いします。 

●写真及びビデオの撮影はコートでプレーをしている選手の関係者に限らせて頂きます。 

 撮影の際は対戦相手の承諾を得るようお願い致します。 

 撮影に関するクレームがあった場合や一般常識やモラルを逸脱した場合には実行委員長

の判断において中止していただく事もございます。 

●大会出場中の映像、写真、記事、記録などのテレビ、新聞、雑誌、インターネットなど

への掲載権はJSAに帰属となります。参加者の顔写真及び氏名等はJSAに関する広報に利用
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させていただく事があります。ご希望されない方はご連絡ください。 

２．競技上の注意事項 

●本大会のルールは、WSFとJSAのルールを採用します。 

●出場選手は、毎試合ごとに開始予定時刻の30分前までに大会本部にてチェックを受けて

ください。 

●原則として勝利者審判、敗者マーカー制度を用いますので、試合終了後は同じコートに

て次の試合の審判、マーカーを行ってください。 

●試合開始予定時刻より5分以内にコートに入らない場合は棄権となります。 

●順位決定戦を行います。（3位決定戦/5位～8位決め） 

●初戦敗退者で、プレート戦（1ゲームマッチ･PAR15）を行います。 

●参加者の競技中の服装は原則として公認大会規則に基づきます。 

 フルレングスの高機能タイツ及び高機能シャツの着用は出来ません。 

●試合中の事故、怪我につきましては、事故の責任において処理してください。 

●アイガードの着用をお勧めいたします。19歳未満の選手は必ずWSF承認アイガードを着用

してください。 

 

＜会場＞ 

SAITAM SQUASH STADIUM SQ-CUBE 

埼玉県さいたま市北区日進町 2丁目 1916-8 istα!日進 3F 最寄駅：JR川越線 日進駅 JR

高崎線 宮原駅 下車 

 

＜お問合わせ及び棄権等のご連絡＞ 

（大会初日前日 19時まで） 

公益社団法人日本スカッシュ協会  

TEL：03-5256-0024 E-Mail：squash@japan.email.ne.jp 

（大会当日） 

大会実行委員長 潮木 仁  

TEL：090-8514-7117 

 



第30回全日本アンダー23スカッシュ選手権

高橋　くるみ 白石　優友

(SQ-CUBEさいたま) (東海大学)

16:00 16:15

10:00 10:30

西尾　舞洋

(ティップネス宮崎台)

11:00

白戸　愛

11:45

(学習院大学)

(早稲田大学)

近藤　衣里唯

鈴木　もも

(日本体育大学)

14:00 14:45

14:00

小林　理央

14:30

(早稲田大学) 佐子川　さやか

(東北大学)

菅原　瑠夏

(順天堂大学)

11:00

直江　望未

(日本女子体育大学)

石川　瑶乃

16:00 16:30

梅森　愛子

(日本女子体育大学)

11:15 11:45

(順天堂大学)

森　淑乃

柿谷　裕花 武田　茉佑

(順天堂大学) (学習院大学)

鈴木　愛海 小林　実代

村井　見名

(早稲田大学) (駒澤大学)

近本　みなみ 櫻田　実希

(日本体育大学)

11:15 11:45

(日本体育大学)

14:15

12:30 12:30

(セントラル佐野)

市川　実り

炭田　彩夏

(日本体育大学)

(鋸南クロススポーツクラブ) (順天堂大学)

鎌野　真穂 松永　青葉

(早稲田大学)

14:15 14:45

(順天堂大学)

安齊　花音

岩渕　芽生 菅原　結子

(宮城学院女子大学) (日本女子体育大学)

田中　未波 澤　起奈子

(早稲田大学)

10:00 10:30

大和　英理子 打田　麻結

(学習院大学)

11:30 12:00

(早稲田大学)

14:15

16:15 16:30

笹森　梨菜

(順天堂大学)

11:15 12:00

(学習院大学)

江波戸　玲奈

塩ノ谷　優花

(日本女子体育大学) (学習院大学)

(日本大学) (順天堂大学)

丸茂　芙樹 杉原　南空

(日本大学)

14:30 15:00

(日本女子体育大学)

及川　もも子

16:15

＝＝＝　選手権女子　＝＝＝

7位決定戦

14:00

(早稲田大学)

小川　春香 坂田　日葵

(順天堂大学) (SQMアカデミー)

小倉　那奈

(青山学院大学)

11:30

14:30

野田　美和

16:30

上田　真子

(宮城学院女子大学)

11:30 12:00

(東北大学)

竹嵜　里菜

6/2(日)6/1(土) 6/1(土)

5-8位決定戦

12:00

14:00

12:00

3位決定戦

14:30

15:00

14:45

14:30

 1～3回戦は、3ゲームスマッチ　準々決勝以降は5ゲームスマッチ
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ｂ

藤澤　剛志

11:00 11:30

(慶応義塾大学)

12:15

関　亮介

16:45 17:15

松本　航太 安成　翔太
(順天堂大学) (ティップネス宮崎台)

13:00

(日本大学)
田中　雅英

15:00 15:30

(学習院大学)
10:00

前川　颯太
(SQMアカデミー)

松岡　大起
(First　Wave)

藤岡　将人 荒川　凱人
(順天堂大学)

10:00 10:30

(早稲田大学)

12:15 13:00

寺村　凌河 尾林　祐哉
(学習院大学) (学習院大学)

小野田　啓司 滝田　晃嗣
(東北大学)

13:30 13:30

(日本体育大学)

石川　望実 鳥羽　和樹
(早稲田大学)

12:15 13:15

(日本体育大学)

三浦　耀路

15:15 15:30

鈴木　理人
(東北大学)

河内山　大我
(青山学院大学)

12:30 13:15

(東京農業大学)

土岐　優生 小島　大輝

10:00 10:30

(早稲田大学)

清水　陽平 原田　拓輝
(慶応義塾大学)

16:45 17:15

(青山学院大学)

内田　貴也

堀越　賢仁 鈴木　海音
(早稲田大学) (鋸南クロススポーツクラブ)

桜井　晟史 大福　洋平

(関西支部) (SQ-CUBE札幌)

平野　蓮 村尾　裕義
(鋸南クロススポーツクラブ)

12:30 13:15

(Fo's)

15:15 15:45

(早稲田大学)
10:15 10:30

(学習院大学)

12:30 13:30

南雲　悠斗 三井　周
(日本体育大学) (東北大学)

(東海大学)

15:45

領家　壮志

10:45

(学習院大学)

鈴木　拓道

平山　知輝 佐藤　滉斗
(学習院大学) (Derby)

15:30
牛尾　夏輝

13:30

小川　峻平
(日本大学)

16:45 17:45

(早稲田大学)

松井　啓徒

13:30

(鋸南クロススポーツクラブ)

三崎　裕太
(Derby)

11:00 11:30

三角　陸斗 柳沢　一茶
(早稲田大学)

12:45 13:45

(北海学園大学)

15:15 15:45

須藤　智也 徳丸　明生
(千葉工業大学) (学習院大学)

外谷　駿介

(成蹊大学)

佐藤　耕造 今野　寿彦
(東北大学) (学習院大学)

副松　穣太 丸山　亮太

山田　直樹
(学習院大学)

10:15 10:45

(早稲田大学)

12:45 13:45

松岡　浩太 高橋　昌郁
(明治大学)

(早稲田大学)

12:45 13:45

(日本体育大学)

山本　崚太

15:30
16:00

佐藤　光
(日本体育大学)

10:15

岸岡　良典 (青山学院大学)
(日本体育大学)

田嶋　春樹

10:45

(学習院大学)

永井　翔 宮越　圭汰
(東北大学) (順天堂大学)

17:15 17:45

塚原　柊翔
中島　青葉

7位決定戦

15:00

3位決定戦

15:30

＝＝＝　選手権男子　＝＝＝

6/2(日)6/1(土) 6/1(土)

5-8位決定戦

13:00

15:00

13:00

(東海大学) (慶応義塾大学)
永田　龍之介 曽根　直樹

(学習院大学)

11:00

(SQ-CUBEさいたま)
(ティップネス宮崎台)

13:00

14:00

物永　斉

 1～3回戦は、3ゲームスマッチ、4回戦以降は5ゲームスマッチ


