
スカッシュ担当者各位

拝啓

 敬具

大会を中止することがありますので、予めご了承ください。

※別紙【大会における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン】を再度熟読の上、遵守願います。

〇健康チェックリストへの記入・当日の提出を忘れないようにご注意願います。

　　帯同者の方も記入・提出をお願いいたします。提出のない場合は入場不可といたします。

〇今大会は新型コロナウイルス感染症予防対策及び会場の密を避けるため、無観客開催といたします。

　　一般の方の応援・観戦・見学はお断りいたしますのでご了承ください。

　　なお、参加選手及び帯同者の方も試合のない日の来場・試合前後の長時間滞在はご遠慮いただきます。

〇来場される方は大会前日～２日前を目安にＰＣＲ簡易検査を【推奨】いたします。※陰性証明の提出は不要です。

〇ウォーミングアップは３ゲームズマッチは３分、５ゲームズマッチは４分で行います。

○試合開始予定時刻を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。

○審判について、勝者レフリー・敗者マーカーとします。できない場合は本人が代理を立ててください。

○選手権参加者の服装について、詳細は公益社団法人日本スカッシュ協会の服装規定をご確認ください。

○一部試合時間が変則的になっております。お間違いのないようご注意願います。

○大会速報を twitterで公開いたします。詳細はhttp://twitter.com/sq_kanto をご参照ください。

○施設内ではコート内での試合中を除き、マスク着用を必須といたします。

○駐車場はご利用できませんので、電車等の公共交通機関をご利用下さい。

○会場においてはクラブの規則に従い、クラブ会員の方々に迷惑のかからぬようにお願いします。

○スカッシュコート・選手控室・ロッカールーム・シャワールーム・他指定エリア以外の施設のご利用はできません。

○施設内での食事はできません。近隣の食堂等の利用をお願いします。

○写真撮影及びビデオ撮影は、対象者の了承を得て周りの方に迷惑のかからないように行ってください。

○盗難･紛失については一切責任を負いかねますので、貴重品等は各自で保管して下さい。

○忘れ物については、大会終了後処分させていただきますので予めご了承下さい。

※以上、ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。

・大   会   前 ０３－３９９８－２７６６　　　  日本スカッシュ協会関東支部　谷内（やち） 

（　問い合わせ時間　：　１３：００　～　１９：００　）

＜メール＞　　関東オープン専用メール squash_kanto@yahoo.co.jp
※ 出来るだけメールでのお問い合わせをお願いいたします。

・大会期間中 ０９０－５１９０－８５４９ ０９０－４６７２－８７４７

＜大会ルール＞

＜大会注意事項＞

◎新型コロナウイルス感染症による行動制限・蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言等が発出された場合、

○本大会のルールはＷＳＦとＪＳＡのルールに則って行います。

＜お問い合せ先＞

令和４年８月吉日

日本スカッシュ協会関東支部

　会員各位におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　９月３日～４日に開催いたします第２９回関東スカッシュ選手権大会に多数の方のお申込みをいただき

ここに深くお詫び申し上げます。つきましては、大会ドロー及び大会注意事項を掲載致しますのでご案内いたします。

誠にありがとうございました。  募集人数の関係でエントリーを制限せざるを得なくなりましたことを

尚、ドローは令和４年６月１０日現在のランキングを使用して作成しております。

○試合方法は選手権男女４回戦よりＰＡＲ-１１（ラリーポイント１１点タイブレーク方式）５ゲームズマッチ、

選手権男女３回戦までと３位決定戦はＰＡＲ-１１（ラリーポイント１１点タイブレーク方式）３ゲームズマッチで行います。

＜大会会場利用上の注意＞

男子選手権ドロー修正



羽石　悠里 穂坂　裕美
(Derby) (セントラルスポーツ)

堀井　蒼依
(淑徳高等学校)

南川　朋子
(セントラルスポーツ)

青木　麻理子
(セントラルスポーツ)

仁見　孝子 永見　久美子
(ルネサンス天王町) (SQ-CUBE横浜)

藤縄　あゆ美 干場　美佳子
(セントラルスポーツ) (T.UNITED)

小野　由美 内山　秀子
(SQ-CUBE横浜) (ティップネス宮崎台)

長岡　聖子 ブッチ　ティナ
(ティップネス宮崎台) (SQ-CUBE 横浜)

長嶺　博世 阿久津　友美
(セントラルスポーツ) (セントラル宇都宮)

緒方　由美 中島　晶
(SQ-CUBE横浜) (ティップネス宮崎台)

井川　いずみ 野々口　孝子
(go for it) (セントラルスポーツ)

笠井　美保 鈴木　めぐみ
(メガロス立川) (JIN)

越智　明子 鈴木　敬子
(セントラルスポーツ) (ルネサンス天王町)

矢納　佳名子 小森　由香
(Greetings) (T.UNITED)

榎谷　香 田中　尚子
(SQ-CUBE横浜) (セントラルスポーツ)

黄原　ますみ 佐藤　展子
(ボースト) (セントラルスポーツ)

水澤　佑里
(Greetings)

小野　則子
(セントラルスポーツ)

中村　愛子
(メガロス調布)

中藪　朋子 青谷　美奈子
(ouheki) (SQ-CUBE横浜)
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＜女子選手権＞

3日(土) 4日(日） 3日(土)
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我妻　莉玖 太田　佳嗣
(Point) (Point)

村井　洋介 鈴木　一輝
(Saufer) (Be-Win)

黒崎　信貴 青山　猛
(T.I.M.) (関東支部)

本多　和久 三宅　祥太
(Greetings) (Derby)

鯉沼　駿一 松木　亮太
(セントラル宇都宮) (Greetings )

米川　俊介 中島　青葉
(メガロス武蔵小金井) (亜細亜大学)

小野　陽大 田中　壮明
(SQ-CUBE Jr.) (Greetings)

鈴木　公人 牧　雅俊
(セントラルスポーツ) (Growth Mind)

菊地　雅行 大島　太一
(メガロス武蔵小金井) (Grandir)

福井　隆太 大瀧　智幸
(スカッシュマジック) (go for it)

ＢＹＥ 河原　健一
(セントラルスポーツ)

平林　亮 西　浩史
(OEC) (ティップネス宮崎台)

菅居　正光 増田　健一
(関東支部) (関東支部)

浅井　俊哉 ミラー　トーマス
(OEC) (六丸水産)

榎谷　昌哉 西村　直高
(SQ-CUBE横浜) (ティップネス宮崎台)

今野　寿彦 和田　直也
(スカッシュマジック) (セントラルスポーツ)

丸山　敦 八島　渉
(ルネサンス三軒茶屋) (イカトンＳＱ)

杉永　竜之助 藤井　一憲
(福大助監督) (ルネサンス東久留米)

安東　隆司 水澤　亮介
(RIA JAPAN) (Greetings)

小畑　翔太郎 青木　利明
(J) (セントラルスポーツ)

斎藤　弘明 中村　博之
(セントラル宇都宮) (スカッシュイズム)

高坂　任 青谷　正毅
(イカトンＳＱ) (SQ-CUBE横浜)
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＜男子選手権＞

3日(土) 4日(日） 3日(土)


