
２０２２年度クラブカップ 

ドロー・大会注意事項のご案内 

                           2023 年 1 月吉日 

                        日本スカッシュ協会関西支部 理事長 足立美由紀 

 

この度は、２０２２年度クラブカップにご参加いただきありがとうございます。 

今回は参加者の皆様に出来るだけ多くの試合をして頂きたいとの思いから、下記の競技方法により行うことと 

致しました。ご熟読の上、ご参加願います。 

 

【大会注意事項】 

＜競技上の注意事項＞ 

・本大会は JSA のルールに則して行います。服装、アイガードも JSA の規定に従って行います。 

・チームのシード順は 2022 年 12 月付ジャパンランキングを基にポイントを数値化して作成しています。 

・男子は、4 チームずつ 2 ブロックに分かれて総当たりの予選リーグ戦を行います（各チーム 3 試合）。 

 各ブロック上位 2 チームが次に進出し、ブロック 1 位チーム同士で決勝戦、2 位チーム同士で３位決定戦 

を行い、最終順位を決定します（1 位から 4 位まで）。 

・女子は、総当たりのリーグ戦を行い（各チーム 4 試合）、最終順位を決定します（1 位から 5 位まで）。 

・リーグ戦の順位決定方法はドロー表に記載していますのでご確認下さい。 

・１試合ごとに試合順（番手）を自由に決めることができます。試合予定時間の 30 分前までに番手票を 

本部にご提出下さい。 

・全試合とも、ラリーポイント 11 点タイブレーク 3 ゲームズマッチで行います（ノックアップは 3 分）。 

 （チームの勝敗が決定した後の試合も同様の形式で行います） 

※ メンバー変更について 

・登録メンバーの変更は、初日の初戦試合開始前までなら 1 回に限り認めます（その後は一切不可）。 

 ただし、代替選手は 2022 年度のＪＳＡ選手登録済みの方に限ります。 

※ 棄権について 

・1 番目の選手については、各試合開始（整列）時点で不在の場合、失格（棄権者扱い）となります。 

・２番目以降の選手については、当該試合開始（ノックアップ開始）時点で不在の場合、棄権とみなします。 

・棄権者の試合は、記録上ゲーム数 0－2（スコア 0-11.0-11）として計算します。 

 なお、棄権者と対戦予定だった選手は、相手チームの選手 1 名を指名して試合をすることが出来ます。 

 （この場合、指名された選手は拒否できません） 

・原則として、勝者チームからレフリー・敗者チームからマーカーを選出して、次戦の審判を行って下さい。 

 ご協力の程よろしくお願いいたします。 

・怪我防止の為にアイガード着用を推奨します。 

・メンバー変更、棄権連絡等は、必ずチーム代表者から関西支部事務局までご連絡をお願いします。 

当日以外は e-mail にてお願いします。 

当日電話番号：090-3966-5553 メールアドレス：info@squash-k.org  

・大会中に発生した怪我、事故等については、主催者・施設側は一切の責任を負いません。 

 



＜新型コロナウイルス感染対策について＞ 

・【改定版】2022 年度クラブカップ 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインを事前にご確認ください。 

・入場時に手指消毒・検温を行い、37.5℃以上の発熱や体調不良がある場合は入場をお断りします。 

・マスクは必ず持参いただき、コート以外では常時着用ください。 

・会場混雑時は入場規制を行いますので、運営本部の指示に従って下さい。従って頂けない場合は入場をお断り 

する場合もあります。 

※ 今大会は健康チェックシートの提出義務はございません。 

 

 ＜会場における注意事項＞ 

・ゴミの分別にご協力お願いします。ご協力いただけない場合はご自身でお持ち帰りください。 

 缶・瓶・ペットボトル：中身を捨て、軽く洗ってから種別に捨ててください。 

プラスチックゴミ：お弁当の容器は必ず食べ残しを除き、軽く洗ってください。 

燃えるゴミ：食べ残しは水気を切って捨ててください。 

その他、分別できないゴミはお持ち帰り下さい。 

男女トイレ設置のゴミ箱はペーパータオル用です。その他のゴミは捨てないで下さい 

※最終のゴミの分別は試合後に大会スタッフが残って行っています。 

お手数をお掛けしますが、皆様のご理解・ご協力をお願いします。 

 

・1 階コートエリアへの入場は、試合中の選手を含めて各チーム 3 名までとします。 

・観戦のみの方は、当日受付にて氏名住所連絡先等をご記入頂き、検温後の入場となります。また、2階観覧席

のみ入室できます。 

・試合の動画撮影はご自身の試合のみとし、撮影の際は必ず対戦相手の承諾を得てください。 

・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主催者に 

帰属します。 

・館内飲食は可能ですが、「改訂版 2022年度クラブカップ 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」に基

づき、また上記ゴミの分別を遵守してお願いします。 

・館内は「土足厳禁」ですので、同伴者の方も室内履きをご用意下さい。 

・参加者ウォーミングアップ用として、２階ジムのストレッチスペースのみご利用が可能です。 

ジム内の器材のご利用はできません。 

・お荷物は２階観覧席後ろの棚・１階エントランス部分棚・男女更衣室ロッカー上スペースをご利用ください。 

できるだけ２階観覧席後ろの棚から順番に詰めてのご利用をお願いします。 

・ロッカーのご利用はできません。貴重品等は自己管理・自己責任のもとにご参加ください。 

（シャワー室は内側から施錠可能です） 

・大会期間中、大会会場 StandOut KYOTO の駐車場は運営使用分を除き、先着順で数台ご利用いただけますが、都

合により移動いただく場合がございます。 

停められない場合はタイムズ（後記地図ご参考下さい）などの近隣有料駐車場をご利用ください。 

StandOut KYOTO ：https://lit.link/standout 

 

 

 

https://lit.link/standout


大会情報は下記で順次配信致します。 

関西支部：http://squash-k.org 

関西支部 Twitter：https://twitter.com/squash_k 

関西支部 Facebook： https://ja-jp.facebook.com/squash.kansai/ 

 

【参考】タイムズ 

1番近くにあるタイムズパーキング※〒601-8204 京都府京都市南区久世東土川町２８４−２ タイムズ東土川 

（0120-728-924） 

2番目に近いのは、171沿いに「めしや」(300mくらい)があり、そこの駐車場がタイムズです。 

別途、500mくらい離れた北側に 2ヶ所あります。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://ja-jp.facebook.com/squash.kansai/


１．総当りリーグ戦

※2月4日（土）は試合番号1～5を実施。2月5日（日）は試合番号6～10を実施。

コナミJDの生き残り スタンドアウトひよこ＋ ＢＴＳ ウェンズデイナイト ブラボーかも！？ 順位

コナミJDの生き残り 女子10 女子１ 女子４ 女子７

スタンドアウトひよこ＋ 女子３ 女子８ 女子５

ＢＴＳ 女子９ 女子６

ウェンズデイナイト 女子２

ブラボーかも！？

※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）

チーム名 選手名 所属

コナミJDの生き残り 土岐　春陽 神戸市外国語大学

吉田　萌花 関西学院大学

藤原　麻衣 神戸女学院大学

スタンドアウトひよこ＋ 大石　奈穂 StandOut KYOTO

江崎　郁佳 福大助監督

足立　美由紀 ボースト

ＢＴＳ 松本　裕美 ボースト

中田　裕子 ボースト

高木　あきみ ボースト

ウェンズデイナイト 竹下葉子 グンゼ川西

田上洋子 グンゼ川西

愛甲裕子 グンゼ川西

ブラボーかも！？ 岩城　いずみ ＪＩＮ

井上　尚子 ルネサンス住之江

土岐　薫 コナミ西宮

女　　子



１．予選リーグ戦

※２月4日（土）は試合番号①～⑧を実施。2月5日（日）は試合番号⑨～⑫を実施。

Ａブロック Wｏｌｆ　ｐａｃｋ 関西最強の男たち ニョッキッキ スタンドアウトエッグス 順位

Wｏｌｆ　ｐａｃｋ 男子⑨ 男子⑤ 男子①

関西最強の男たち 男子② 男子⑥

ニョッキッキ 男子⑪

スタンドアウトエッグス

Ｂブロック Ｔｅａｍオリオリ＋ きと吾 ルネ尼レジェンド２０２３ 老老男女 順位

Ｔｅａｍオリオリ＋ 男子⑩ 男子⑦ 男子③

きと吾 男子④ 男子⑧

ルネ尼レジェンド２０２３ 男子⑫

老老男女

※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）

２．決勝戦、３位決定戦

決　勝　戦　Ａブロック１位　ｖｓ　Ｂブロック１位（男子⑬）

３位決定戦　Ａブロック２位　ｖｓ　Ｂブロック２位（男子⑭）

Ａブロック Ｂブロック

チーム名 選手名 所属 チーム名 選手名 所属

Wｏｌｆ　ｐａｃｋ 土岐　優生 近畿大学 Ｔｅａｍオリオリ＋ 山里　多可志 オリオリクラブ

松尾　樹里杏 ボースト 白川　浩 オリオリクラブ

中地　勘十 ボースト 萬谷　公庸 オリオリクラブ

Fahlstedt　Joakim ボースト 桐井　勇紀 オリオリクラブ

秋山　遼 コナミ西宮 西山　正夫 グンゼ川西

関西最強の男たち 瀬口　夏海 立命館大学 きと吾 山本　博之 コナミ西宮

木佐貫　武宏 立命館大学 奥野　繁樹 オリオリクラブ

小倉　一起 立命館大学 東尾　真吾 関西支部

石井　結太 立命館大学 泉　祐希 コナミ西宮

伊達　陸稀 立命館大学 坂本　英行 グンゼ川西

ニョッキッキ 乙部　航平 セントラルスポーツ ルネ尼レジェンド２０２３ 大野　順彦 コナミ西宮

源川　慶太 愛知工業大学 松井　久史 Grandir

古田　丈流 名古屋大学 高須　敦也 コナミ西宮

平松　駿真 中京大学 石原　慎平 コナミ西宮

加藤　英俊 中京大学 高柳　裕哉 コナミ西宮

スタンドアウトエッグス 足立　仁 StandOut KYOTO 老老男女 鈴木　一裕 ジ・アンタンテ

小田嶋　光太 StandOut KYOTO 甚川　春夫 コナミ西宮

園部　幸久 StandOut KYOTO 佐多　知樹 コナミ西宮

堀　英陽 StandOut KYOTO 藤原　智子 コナミ西宮

梅林　信彦 StandOut KYOTO 岡　方斉 コナミ西宮

男　　子



2月4日 2月5日

Ａコート Ｂコート Ａコート Ｂコート

10:00 10:00

10:20 10:20

10:40 10:40

11:00 11:00

11:20 11:20

11:40 11:40

12:00 12:00

12:20 12:20

12:40 12:40

13:00 13:00

13:20 13:20

13:40 13:40

14:00 14:00

14:20 14:20

14:40 14:40

15:00 15:00

15:20 15:20

15:40 15:40

16:00 16:00

16:20 16:20

16:40 16:40

17:00 17:00

17:20 17:20

17:40 17:40

18:00 18:00

18:20 18:20

18:40 18:40

19:00

19:20

女子３ 女子４

女子１０ 女子９

男子Ａ① 男子Ａ②

男子Ａ⑨ 男子Ｂ⑩

女子１ 女子２

女子７ 女子８

２０２２年度クラブカップタイムテーブル

男子Ｂ⑦ 男子Ｂ⑧

女子６

女子５

男子Ａ⑤ 男子Ａ⑥

男子決勝（Ａ1

位vsＢ1位）⑬

男子３決（Ａ2

位vsＢ2位）⑭

表彰式

男子Ｂ③ 男子Ｂ④

男子Ａ⑪ 男子Ｂ⑫


