
第51回全日本スカッシュ選手権

＜会場＞1回戦、準々決勝は「SQ-CUBE横浜」、準決勝・決勝は「トレッサ横浜」

<<　選手権女子本戦　>>

渡邉　聡美 緑川　あかり
(Greetings)

10:00 12:00

(Greetings)

14:00 16:00

16

13:50

13 15

櫻井　雪乃 鬼澤　こずえ
(Cools) (Greetings)

15:30
松澤　彩香 高橋　くるみ

(SQ-CUBE PRO)

13:00

15:00

9 11

13:00 11:00

松井　千夏 杉本　梨沙
(THE SQUASH)

17:00 15:00

12 10

(ダイナム)

決勝：3/19(日)

3/17(金) 3/18(土) 3/18(土) 3/17(金)

11:00

(Greetings)

14

10:00 12:00
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<<　選手権男子本戦　>>

机　龍之介 林　尚輝
(ダイナム)

16:30 18:30

(Greetings)

10:00 12:00

32 30

14:00 16:00

17 19

16:30 18:30

高橋　秀侑 宮尾　昌明
(Greetings) (セントラルスポーツ)

11:30 12:40

清沢　裕太 伊藤　幹太
(スカッシュマジック)

27

17:00 19:00

村山　知嶺 安藤　優太

17:00 19:00

(SQ-CUBE PRO)

10:00 12:00

24 22

25

(Cools) (日本大学)

14:20

曽根　直樹 池田　悠真
(慶応義塾大学)

17:30 19:30

(Greetings)

13:00

Makino　Ren 岡田　賢
(Greetings) (StandOut KYOTO)

11:00

28 26

17:00 15:00

21 23

佐々木　雅 我妻　莉玖
(福大助監督)

18:00 20:00

(Point)

13:00 11:00

20 18

安成　翔太 遠藤　共峻
(東洋大学) (Greetings)

29 31

18:00 20:00

3/17(金) 3/16(木)

決勝：3/19(日)

3/16(木) 3/17(金) 3/18(土) 3/18(土)

17:30 19:30

＜会場＞1回戦・2回戦・準々決勝は「SQ-CUBE横浜」　準決勝・決勝は「トレッサ横浜」



第51回全日本スカッシュ選手権

※予選は全て5ゲームスマッチ

<<　選手権女子予選　>>　　3/16(木)

門田　涼子 西尾　直子
(日本大学)

14:30

(OEC)

16:30野瀬　明美

18:30

緒方　由美

14

橘　和花 中藪　朋子
(Cools) (ouheki)

11:00 13:00

14:30 16:30

青木　麻理子

19:30

(マスカット) (SQ-CUBE横浜)
11:00 12:30

服部　桃香 佐藤　舞雪
(日本体育大学) (札幌医科大学)

16

林　美音
西尾　舞洋 (聖マリアンナ医科大学)

15:00
三上　奈子

水澤　佑里
(セントラルスポーツ) (Greetings)

坂田　日葵 羽石　悠里
(SQMアカデミー) (Derby)

17:00

佐野　Herring　Brooke　愛利紗

土岐　春陽 (フリー)
(神戸市外国語大学)

内山　秀子

9 11
(T-BOX)

月岡　葉
岡田　泰子 (九州医療スポーツ)

19:30

中島　晶

18:30

(順天堂大学)
(ティップネス宮崎台) 13:00

11:30 永見　久美子
深見　友紀恵 (SQ-CUBE横浜)

17:00
(ティップネス宮崎台)

(ティップネス宮崎台)

前川　美和
(メガロス武蔵小金井)

15:30

高橋　美知子
(Greetings)

(ルネサンス海老名)
15:00

13:30

10
(SQ-CUBE横浜)

東　美保

17:30
榎谷　香

19:00

(SQ-CUBE横浜) 干場　美佳子

20:00

11:30 (T.UNITED)
金本　美由紀 13:30

17:30

15:30

惣田　香織
(Ash) 松原　理恵

(SSB)

(セントラル広島) 小野　由美
12

小森　由香
(T.UNITED)

平野　未悠 浅野　裕子
(順天堂大学)

16:00

(コナミ西宮)

(SHIN-SHIN) 鈴木　音色
12:00 (ティップネス宮崎台)

18:00江﨑　郁佳

19:00

山村　早織

20:00

(福大助監督) (宮崎バディ)
12:00 14:00

松本　裕美

18:00

大谷　えい子 吉田　萌花
(グランサイズ恵比寿G) (関西学院大学)

穂坂　裕美
(ボースト) (セントラルスポーツ)

13

光宗　枝里子 道下　和子
(コナミ西宮) (宮崎バディ)

(go for it) (セントラルスポーツ)
12:30 14:00

16:00

15

井川　いずみ 野々口　孝子
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(Growth Mind) 高柳　裕哉
32 (コナミ西宮)

庄子　裕之 10:00

<<　選手権男子予選(1/2)　>>　　3/16(木)

小島　大輝
(順天堂大学) 杉永　竜之助

9:30 (福大助監督)

13:30

12:30

山中　満
28

※予選は全て5ゲームスマッチ

湯浅　創 佐野　公彦
(ルネサンス天王町)

12:30

(OEC)

13:3017

(イカトンSQ) 河原　健一
9:30 (セントラルスポーツ)

松木　亮太
(Greetings)

丸山　敦 菊池　兼人
(ルネサンス三軒茶屋) (Team Z)

庭野　太郎 高坂　任

21
岩井　祐二 青山　猛

(スカッシュマジック) (関東支部)
9:30 10:00

(ouheki)

13:00

(イカトンSQ)

14:0024 20
Koda　Yuga 板倉　航汰

(SQKC) (北海道大学)

青谷　正毅 八島　渉
(SQ-CUBE横浜)

13:00

(イカトンSQ)

14:0025

9:30 10:00

小島　剛志 渋澤　直希
(Disport) (関東支部)

清野　裕司 土岐　優生
(T-make's) (近畿大学)

29
石川　望実 松岡　哲平
(Derby) (コナミ西宮)

10:00 10:30
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<<　選手権男子予選(2/2)　>>　　3/16(木)

横田　夢月 渡邉　壱成
(ティップネス宮崎台)

14:30

(Derby)

15:3030 26
崎　二郎 田村　駿

(中国四国支部) (順天堂大学)

寺井　達哉 金丸　陽広
(セントラル広島)

14:30

(グローブライド)

15:3019

10:30 11:00

西　浩史 堀　英陽
(ティップネス宮崎台) (StandOut KYOTO)

東野　至圭夫 米川　俊介
(Fujiyama) (メガロス武蔵小金井)

鈴木　拓道 徳原　優輝

23
笠井　悠平 中島　青葉

(宮崎バディ) (亜細亜大学)
10:30 11:30

(日本大学)

15:00

(中央大学)

16:0022 18
福井　隆太 浜崎　高嗣

(スカッシュマジック) (ボースト)

山田　就蔵
関谷　啓太 (Grandir)
(SQKC)

15:00

12:00

10:30 11:30

太田　佳嗣 相川　聖司
(Point) (ルネサンス)

佐野　Herring Jason

(フリー)

31

11:00 乙部　航平
加藤　翔貴 (セントラルスポーツ)

(Derby) 12:00

16:00

石井　結太
27

水澤　亮介 (立命館大学)
(Greetings)

※予選は全て5ゲームスマッチ
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3/18(土) 3/18(土)

3/18(土) 3/18(土)

マスターズ男子OVER35

3/19(日)

決勝は、「トレッサ横浜」会場
決勝以外は、「SQ-CUBE横浜」会場

準決勝・決勝は５ゲームスマッチ

(セントラルスポーツ)
12:40 12:40

(SQ-CUBE横浜)

牧　雅俊 10:30 浜崎　高嗣
(Growth Mind) (ボースト)

宮尾　昌明 榎谷　昌哉

決勝は、「トレッサ横浜」会場
決勝以外は、「SQ-CUBE横浜」会場

準決勝・決勝は５ゲームスマッチ

マスターズ女子OVER35＋OVER45

3/19(日)

道下　和子 鈴木　敬子
(宮崎バディ)

12:10 12:40

(ルネサンス天王町)

今熊　里奈 13:00 大住　万葉子
(メガロス調布) (チームリバティ)
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(A-1)

(Growth Mind)
10:40

11:00

鈴木　博志
青山　猛

10:40

(セントラル宇都宮)
(関東支部)

鈴木　重慶

13:10

13:10

山本　博之
山中　満 (コナミ西宮)

3/18(土) 3/19(日) 3/18(土)

藤井　一憲
西　浩史

10:40

(ルネサンス東久留米)
(ティップネス宮崎台)

決勝は、「トレッサ横浜」会場
決勝以外は、「SQ-CUBE横浜」会場

準々決勝・準決勝・決勝は５ゲームスマッチ

13:40

谷藤　光

(SQ-CUBE横浜)

深見　友紀恵
(T-BOX)

マスターズ女子OVER55＋OVER65

3/18(土) 3/19(日) 3/18(土)

干場　美佳子

決勝は、「トレッサ横浜」会場
決勝以外は、「SQ-CUBE横浜」会場

準々決勝・準決勝・決勝は５ゲームスマッチ

浅野　裕子
11:10

(T.UNITED)
(コナミ西宮)

13:10野田　郁子 (セントラルスポーツ)
(セントラルスポーツ)

10:40

12:30

二方　そのお
大須賀　万喜子

11:40(JIN)

マスターズ男子OVER45
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(T.I.M.)

11:40

12:10

小野　直

決勝は、「トレッサ横浜」会場
決勝以外は、「SQ-CUBE横浜」会場

1回戦は３ゲームスマッチ、準々決勝・準決勝・決勝は５ゲームスマッチ

(セントラル広島)
黒崎　信貴

佐治　正
(セントラル宇都宮)

是永　俊晴
(中部支部)

12:00
坂本　聖二

森川　文夫
10:20

(OEC)
(T.I.M.)

(OEC)

11:40

青木　利明

12:10

(セントラルスポーツ)

野﨑　喬生

14:10
14:10

(セントラルスポーツ)

10:20

丸山　昭文 (SQ-CUBE横浜)

浅井　俊哉

(ティップネス宮崎台) 澤田　泰宏
(ルネサンス東久留米)

都丸　稔
(ルネサンス東久留米)

10:00

安東　隆司
(RIA　JAPAN)

青山　正昭
(SQ-CUBE横浜)

マスターズ男子OVER65

3/18(土) 3/19(日) 3/18(土)

決勝は、「トレッサ横浜」会場
決勝以外は、「SQ-CUBE横浜」会場

1回戦は３ゲームスマッチ、準々決勝・準決勝・決勝は５ゲームスマッチ

大野　順彦 11:30

(コナミ西宮)
10:00

石塚　浩士

10:20

(OEC)

11:10

石田　茂雄

11:40

(セントラルスポーツ)

11:10 11:10

(コナミ西宮)

山中　修

13:40 13:40

荒川　一彦
(SQ-CUBE横浜)

10:00 10:00

(Family Wall福岡)

佐々木　城 加藤　啓之
(T-BOX) (セントラル東戸塚)

マスターズ男子OVER55

3/18(土) 3/19(日) 3/18(土)

安藤　実 高柳　裕哉


