
2022 年過去データ 

2022.12.24 

【2022 年度 クラブカップ（オープン団体戦） 募集期間延長のお知らせ】 

申込期間： 2023 年 1 月 6 日（金）12 時まで 

日 時： 2023 年 2 月 4 日（土）・2 月 5 日（日） 

※開始・終了時刻はエントリー数で変動します。 

会 場： Standout KYOTOStandout KYOTO 

〒601-8204 京都市南区久世東土川町 243-2 

種 目：(1)男子団体戦（5 名 1 組）(2)女子団体戦（3 名 1 組） 

募集予定チーム数 ※(1)(2)合わせて 24 チーム（先着順） 

申込方法： チーム代表者１名から添付の申込書を関西支部宛メールにて送信下さい。 

関西支部 E-mail：info@squash-k.org 

エントリーフィーは当日現金にてお支払い頂きます（チーム代表者が一括でお支払い下さ

い）。 

申込書他下記よりダウンロードして下さい。 

      ↓ 

https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=12463（JSA） 

2022.12.15 

【スカッシュコート新規建築着手のお知らせ】 

スカッシュコート新規建築着手のお知らせ 

朗報です！ 

来年の夏、阪神杭瀬駅徒歩 3 分の場所にスカッシュコート 2 面を保有する新施設がオープ

ンします！ 

2021 年 5 月にルネサンス尼崎のコートが閉鎖され、多くのスカッシュ愛好者が行き場を失

っている現況を憂い、 有限会社エイムランド（代表取締役 山本博之）様がスカッシュコート

建設の事業計画を立ち上げられました。 

2023 年夏のオープン予定です。 

ここに至るまで、たくさんの方の努力とご苦労があったと思います。 

深く感謝し、敬意を表します。 

おめでとうございます。 

【施設概要】 

スカッシュ専用施設 『Aim Squash(仮）』 

住所 兵庫県尼崎市杭瀬本町 1 丁目 

※阪神杭瀬駅（各駅停車のみ）より徒歩 3 分 

※JR 尼崎駅（新快速停車）よりバス 7～8 分（1 時間 4～5 本）・徒歩 25 分（約 2 キロ） 

 

鉄筋コンクリート 2 階建 

1 階（床面積 180.7 ㎡）/ 中 2 階（床面積 46.06 ㎡）/ 屋上利用可 

https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=12463


公認スカッシュコート（予定）2 面を有し、コート面貸し・多目的利用を予定。 

スカッシュレッスンもジュニアから一般、入門から選手権向け等幅広く実施予定。 

 

完成までまだしばらく時間が掛かりますが、随時情報を配信されるので、関西支部でも随時

共有していきます。 

スカッシュコート新規建築着手のお知らせ Aim Squash 

 

2022.12.10 

【HEAD CUP TWO 2023 in 京都 募集要項】 

募集要項です。 

お問い合わせは主催者にお願いします。 

主催：T&W カンパニー株式会社 

日時：2023 年 3 月 4 日（土）～3 月 5 日（日） 

会場：StandOut KYOTO 

健康ﾁｪｯｸｼｰﾄ他下記よりダウンロードして下さい。 

     ↓ 

https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=12468（JSA） 

2022.12.8 

【2022 年度 クラブカップ（オープン団体戦） 募集要項】 

3 年ぶりの開催です！ 

http://squash-k.org/info/info-newsquashcourt-AimSquash.pdf
https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=12468
http://squash-k.org/info/info-newsquashcourt-AimSquash.jpg


今大会はオープン大会なので全国各地からご参加いただけます！ 

普段の個人戦とは一味違う団体戦の醍醐味をぜひお楽しみください！ 

 

主 催： 日本スカッシュ協会関西支部 

日 時： 2023 年 2 月 4 日（土）・5 日（日） 

※開始・終了時刻はエントリー数で変動します。 

会 場： Standout KYOTO 

〒601-8204 京都市南区久世東土川町 243-2 

種 目： （1）男子団体戦（5 名 1 組）（2）女子団体戦（3 名 1 組） 

募集予定チーム数 ※（1）・（2）合わせて 24 チーム（先着順） 

申込期間： 2022 年 12 月 7 日（水）12 時～12 月 23 日（金）12 時まで 

申込方法： チーム代表者 1 名から添付の申込書を関西支部宛メールにて送信下さい。 

関西支部 E-mail：info＠squash-k.org 

エントリーフィーは当日現金にてお支払い頂きます（チーム代表者が一括でお支払い下さ

い）。 

申込書他下記よりダウンロードして下さい。 

      ↓ 

https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=12463（JSA） 

2022.10.28 

【全日本チャンピオン 机龍之介プロによるイベント】 

全日本チャンピオン 机龍之介プロによるレッスンイベントを行います。 

日時：2022 年 11 月 11 日（金） 

主催:日本スカッシュ協会関西支部 

会場:StandOut KYOTO 

どなたでもお申し込み可能です。 

11/1（火）0：00 から申込受付開始：それ以前は無効です。 

先着順です。 

お申し込みの際、必ず件名を「11/11 イベント」として下さい。 

https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=12463


詳細は添付の案内をご確認下さい。 

 

2022.10.25 

【第 20 回 マスターズオープン in 関西～Road to ワールドマスターズゲームズ関西～ドロ

ー・大会注意事項・イベントのご案内】 

11/12（土）に机龍之介プロのイベントを開催致します。 

11/1 より事前申込、受付開始です。 

試合時間をご確認の上、お申し込み下さい。 

http://squash-k.org/info/tsukue_event2.jpg


 
共催（予定）:京都市「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」京都市実行委員会 

日時 :2022 年 11 月 12 日（土）～13 日（日） 

会場:StandOut KYOTO 

ドローおよび健康チェックシート他下記よりお願いします。 

     ↓ 

https://squash.or.jp/news/12008/(JSA) 

 

11 日(金曜日)のイベントも、もうすぐご案内致します！ 

2022.10.12 

【第 14 回スカッシュマジックオープン 京都大会 ドローのお知らせ】 

ドローです。 

詳細は主催者までお願いします。 

＜主 催＞ スカッシュマジック有限会社 

＜公 認＞ 公益社団法人 日本スカッシュ協会（選手権のみ） 

＜日 程＞ 2022 年 10 月 29 日（土）・30 日（日） 

＜会 場＞ StandOut KYOTO 

ドローおよび健康チェックシート他下記よりお願いします。 

     ↓ 

https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11890 

 

スタッフからのメッセージ！ 

https://squash.or.jp/news/12008/
https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11890
http://squash-k.org/info/tsukue_event.jpg


     ↓ 

https://www.facebook.com/squashmagic 

https://instagram.com/squashmagic?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

2022.10.7 

【第 20 回マスターズオープン in 関西 イベント開催と募集期間延長のお知らせ】 

全日本チャンピオン：机龍之介プロのイベント開催することになりました。 

詳細はドロー発表時にお知らせします。 

ドロー発表後のお申し込み受付となります。 

大会申し込みはスポーツエントリーで受付中！ 

募集期間を 10 月 14 日（金）12 時まで延長します！ 

募集要項 pdf 

エントリーはこちらから 

        ↓ 

スポーツエントリー 

楽しい大会ですので、是非ご参加下さい。 

大会日時：2022 年 11 月 12 日（土）～13 日（日） 

会場：StandOut KYOTO 

 

健康チェックシート他、下記よりダウンロードして下さい。 

       ↓ 

健康チェックシート https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=12008 

2022.10.7 

【第 41 回関西学生スカッシュ選手権 結果報告】 

大会にご参加のみなさん、おつかれさまでした。結果報告をいたします。 

 ◆ 選手権 大会結果 

 ◆ 選手権 大会結果（スコア） 

 ◇新人戦 大会結果 

 ◇新人戦 大会結果（スコア） 

2022.9.20 

【第 41 回関西学生スカッシュ選手権】 

延期後の関西学生・新人戦のタイムテーブルです。参加選手の皆さんはご確認ください。 

タイムテーブル 

女子準決勝は 12:30 

男子準決勝は 13:00 

男女 3 位決定戦を 15:30 

女子決勝を 16:40 

男子決勝を 17:10 に予定しております。 

https://www.facebook.com/squashmagic
https://instagram.com/squashmagic?igshid=YmMyMTA2M2Y=
http://squash-k.org/info/sqk20masters_op2.jpg
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/89094
https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=12008
http://squash-k.org/info/41kansaigakusei_kekka.pdf
http://squash-k.org/info/41kansaigakusei_kekkascore.pdf
http://squash-k.org/info/41kansaigakusei-shinjin_kekka.pdf
http://squash-k.org/info/41kansaigakusei-shinjin_kekkascore.pdf
http://squash-k.org/info/41kansaigakusei_n-enki_draw.pdf


2022.9.20 

【第 20 回マスターズオープン in 関西】 

開催要項です！ 

JSA の会員登録＝「一般会員」での参加が可能です！ 

詳細は募集要項をご確認下さい。 

主催：日本スカッシュ協会 関西支部 

共催（予定）： 京都市「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」京都市実行委員会 

日時：2022 年 11 月 12 日（土）～13 日（日） 

会場：StandOut KYOTO （JR 向日町より徒歩 20 分、阪急東向日駅より徒歩 23 分） 

  〒601-8204 京都市南区久世東土川町 243-2 

申し込み期間:2022 年 9 月 26 日（月）12:00～10 月 7 日（金）12:00 

募集要項 pdf 

健康チェックシート他、下記よりダウンロードして下さい。 

       ↓ 

健康チェックシート https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=12008 

2022.9.20 

【重要 関西学生スカッシュ選手権 最終日の予定延期のお知らせ】 

台風 14 号の交通機関への影響が大きいと考えられるため、9 月 19 日の試合を 延期する

ことに決定いたしました。 

広島方面よりの参加も多く、ＪＲの在来線への影響の発表を受けての措置です。 

延期先は関西学生スカッシュ選手権新人戦 2 日目である 10 月 2 日の予定です。 

詳細は後ほど発表致します。 

2022.9.13 

【第 41 回関西学生スカッシュ選手権新人戦大会 ドロー】 

ドローです。 

  ドロー 

  JSA ドロー 

詳細は主催者までお願いします。 

主催 関西学生スカッシュ連盟 

日時 2022 年 10 月 1 日（土） 11:00~21:00 

 2022 年 10 月 2 日（日） 10:00~18:00 

会場 StandOut KYOTO 

種目 (1) 新人男子 (2) 新人女子 

健康チェックシート等下記よりダウンロードして下さい。 

       ↓ 

健康チェックシート https://squash.or.jp/news/11982/ 

http://squash-k.org/info/sqk20masters_op.pdf
https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=12008
http://squash-k.org/info/41kansaigakusei_n_draw.pdff
https://squash.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/20221001_41kansaigakusei_n_draw.pdf
https://squash.or.jp/news/11982/


2022.9.10 

【第 14 回スカッシュマジックオープン 京都大会 追加募集】 

追加募集です。 

●選手権 女子 4 名、フレンド 女子 2 名、 新人女子 3 名 

申込期間：令和 4 年 9 月 15 日（木)12 時 ～9 月 16 日(金)24 時 (先着順） 

詳細は募集要項を確認の上、主催者にお問い合わせください。 

主催：スカッシュマジック有限会社 

公認：公益社団法人日本スカッシュ協会（選手権のみ） 

日時：令和４年１０月２９日（土）・３０日（日） 

会場：StandOut KYOTO 

京都市 南 区 久世東土川町２４３－２ 

https://lit.link/standout 

健康チェックシート等、下記よりダウンロードして下さい。 

      ↓ 

健康チェックシート https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11890 

2022.8.30 

【第 41 回関西学生スカッシュ選手権大会 ドロー】 

ドローを掲載いたします。選手のみなさんがんばってください！ 

   ドロー 

2022.8.25 

【第 41 回関西学生スカッシュ選手権大会募集要項訂正】 

募集要項が訂正されました。ご確認ください。 

主催：関西学生スカッシュ連盟 

公認：公益社団法人日本スカッシュ協会 

日時：2022 年 9 月 17 日（土） 10:00~21:00 

   2022 年 9 月 18 日（日） 10:00~21:00 

   2022 年 9 月 19 日〈月〉 10:00~18:00 

会場：StandOut KYOTO （JR 向日町より徒歩 20 分、阪急東向日駅より徒歩 23 分） 

〒601-8204 京都市南区久世東土川町 243-2 TEL: 070-8980-7821 

JSA-関西学生スカッシュ選手権募集要項など 

2022.8.25 

【予告】 

直近の関西支部主催の大会は「マスターズオープン in 関西」です。 

日時： 2022 年 11 月 12 日(土) ～11 月 13 日(日) 

https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11890
http://squash-k.org/info/41-kansaigakusei_draw.pdf
http://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11769


会場：Stand Out KYOTO 

９月には募集要項をご案内予定ですので、よろしくお願いします。 

2022.8.25 

【関西アンダースカッシュ選手権大会 結果とアルバム】 

＜トーガシ杯＞第 16 回関西アンダースカッシュ選手権大会にご参加の皆さんお疲れさま

でした。 熱い試合が繰り広げられました！ 

閉会式 優勝者より一言いただきました！ 

https://www.facebook.com/watch/?v=446678230749865 

動画提供：株式会社トーガシ様 

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/61423... 

結果と写真です。 

今後も皆様に楽しんでいただける大会を企画していきますので、よろしくお願い致します。 

 アルバム 

2022.8.19 

【関西アンダースカッシュ選手権大会 ネット配信のお知らせ（変更）】 

＜トーガシ杯＞第 16 回関西アンダースカッシュ選手権大会 

日時： 2022 年 8 月 20 日(土) ～8 月 21 日(日) 

会場：Stand Out KYOTO 

今大会の運営は株主会社トーガシ様にご協賛・ご協力いたたぎ配信を予定しております。 

配信は下記のチャンネルで 2 面配信されます!ャンネル登録お願いします。 

https://www.facebook.com/watch/?v=446678230749865
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/61423...
http://squash-k.org/k_ualbum.html
http://squash-k.org/images/K_u-photo/k_ukekka.jpg


   

https://www.youtube.com/channel/UCEGxUdeBsR1UjvvXzhCD5ug   

2022.8.19 

【関西地区外部試合情報】 

第 14 回スカッシュマジックオープン 京都大会 募集要項です。 

詳細は募集要項を確認の上、主催者にお問い合わせください。 

主催：スカッシュマジック有限会社 

公認：公益社団法人日本スカッシュ協会（選手権のみ） 

日時：令和４年１０月２９日（土）・３０日（日） 

会場：StandOut KYOTO 京都市南区久世東土川町 243-2 

https://lit.link/standout 

募集要項・健康チェックシート等、下記よりダウンロードして下さい。 

https://www.youtube.com/channel/UCEGxUdeBsR1UjvvXzhCD5ug
https://www.youtube.com/channel/UCEGxUdeBsR1UjvvXzhCD5ug


↓ 

JSA(https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11890) 

2022.8.18 

【関西アンダースカッシュ選手権大会 ドロー変更のお知らせ】 

＜トーガシ杯＞第 16 回関西アンダースカッシュ選手権大会 

シード選手棄権のため、女子ドローに変更がございました。 

ご確認下さい。 

日時： 2022 年 8 月 20 日(土) ～8 月 21 日(日) 

会場：Stand Out KYOTO 

変更ドロー・大会注意事項 

JSA 

 

当日、健康チェックシートを必ずご持参ください。 

↓ 

健康チェックシート 

2022.8.13 

【関西アンダースカッシュ選手権大会 ネット配信のお知らせ】 

＜トーガシ杯＞第 16 回関西アンダースカッシュ選手権大会 

日時： 2022 年 8 月 20 日(土) ～8 月 21 日(日) 

会場：Stand Out KYOTO 

今大会の運営は株主会社トーガシ様にご協賛•ご協力いたたぎ配信を予定しております。 

皆様、チャンネル登録お願いします！ 

 

 株式会社トーガシ 

配信は下記の予定です！ 

コート A 

コート B 

2022.8.9 

【ドロー配信のお知らせ 関西アンダースカッシュ選手権大会】 

ドロー配信いたします。 

ドロー・大会注意事項 

JSA 

2022.8.5 

https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11890
http://squash-k.org/info/henko_sqk16kansai_under_draw-2.pdf
https://squash.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/20220820_tohgashicup_16kansai_under_draw-2.pdf
http://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11687
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/61423
https://www.youtube.com/channel/UCEGxUdeBsR1UjvvXzhCD5ug/videos?view=57
https://www.youtube.com/channel/UC_1wbRPgkHiyiyhgJcVeCTg/videos?view=57
http://squash-k.org/info/sqk16kansai_under_draw.pdf
https://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11687


【＜トーガシ杯＞第 16 回関西アンダースカッシュ選手権大会】 

日時： 2022 年 8 月 20 日(土) ～8 月 21 日(日) 

会場：Stand Out KYOTO 

選手及び帯同者は明日 8 月 7 日から体温測定と健康チェックシートの記入が必須です。 

当日必ずご持参ください。 

健康チェックシートは下記よりダウンロードして下さい。↓ 

健康チェックシート 

2022.7.26 

【第 41 回関西学生スカッシュ選手権大会募集】 

申込期間：2022 年 8 月 3 日(水）12:00～8 月 10 日(水)12：00 

主催：関西学生スカッシュ連盟 

公認：公益社団法人日本スカッシュ協会 

日時：2022 年 9 月 17 日（土） 10:00~21:00 

   2022 年 9 月 18 日（日） 10:00~21:00 

   2022 年 9 月 19 日〈月〉 10:00~18:00 

会場：StandOut KYOTO （JR 向日町より徒歩 20 分、阪急東向日駅より徒歩 23 分） 

〒601-8204 京都市南区久世東土川町 243-2 TEL: 070-8980-7821 

JSA-関西学生スカッシュ選手権募集要項など 

2022.7.18 

【第 41 回関西スカッシュ選手権 結果】 

結果スコア pdf 

結果 pdf 

2022.7.18 

【第 19 回 関西マスターズ大会 日程決定！】 

日程が決定しました。 

2022 年 11 月 12 日（土）～13 日（日） 

会場：Stand Out KYOTO 

（〒601-8204 京都府京都市南区久世東土川町 243-2） 

詳細は決まり次第公表いたします。 

また、日程につきましては、諸事情により変更になる 

可能性がございます。 

2022.7.8 

【再募集 関西アンダー】 

＜トーガシ杯＞第 16 回関西アンダースカッシュ選手権大会 

http://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11687
http://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11769
http://squash-k.org/info/sqk-41kansai_sensyuken-kekkascore.pdf
http://squash-k.org/info/sqk-41kansai_sensyuken-kekk.pdf


募集期間を延長します。→2022 年 7 月 17 日（日）24 時まで 

＜トーガシ杯＞第 16 回関西アンダースカッシュ選手権大会 

2022.7.2 

【関西選手権-YouTube 情報】 

YouTube 配信中！ 

    

2022.7.2 

【関西アンダー】 

＜トーガシ杯＞第 16 回関西アンダースカッシュ選手権大会 

【賞金大会となります！（賞金総額 10 万円）】 

詳細は後記注意事項をご確認ください。 

日時：2022 年 8 月 20 日(土) 10:00～22:00 ～ 8 月 21 日(日) 10:00～18:00 

会場：Stand Out KYOTO 

（〒601-8204 京都府京都市南区久世東土川町 243-2） 

参加資格：JSA 各種会員であり、2022 年 8 月 20 日現在、23 歳未満であること。 

募集要項 pdf 

感染防止対策 pdf 

健康チェックシート pdf 

JSA-関西アンダー選手権 

2022.6.15 

【関西選手権のドロー】 

第 41 回関西スカッシュ選手権大会 

ご参加のみなさま ドローが発表されました。注意事項、感染防止対策を必ずお読みの上、

ご来場ください。 また、感染防止対策など内容に訂正追加される場合もありますので、開

催されるまで HP、Twitter、Facebook をご確認下さい。 6 月 19 日よりチェックシートの記載

がはじまりますので、ご確認ください。 

注意事項・ドローpdf 

感染防止対策 pdf 

健康チェックシート pdf 

日本スカッシュ協会 

2022.6.6 

http://squash-k.org/info/sqk-16kansai_under.pdf
http://squash-k.org/info/sqk-16kansai_under_guideline.pdf
http://squash-k.org/info/sqk-16kansai_under_healthchecksheet.pdf
http://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11687
http://squash-k.org/info/sqk-41kansai_draw.pdf
http://squash-k.org/info/sqk-41kansai_guideline.pdf
http://squash-k.org/info/sqk-41kansai_healthchecksheet.pdf
http://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11247
http://squash-k.org/info/sqk-31kop_youtube.jpg


【関西選手権 再募集】 

第 41 回関西スカッシュ選手権大会募集要項 

【賞金大会となりました！（賞金総額２０万円。男女同額 優勝：５万円、準優勝：３万円、ベ

スト４：１万円）】 

詳細は後記注意事項をご確認ください。 

募集要項 pdf 

感染防止対策 pdf 

健康チェックシート pdf 

JSA-関西選手権 

2022.5.2 

【関西オープン】 

《京都市長杯》第 31 回関西オープンスカッシュ選手権大会 

兼 関西マスターズゲームズ 2022 ～Road to ワールドマスターズゲームズ関西はおかげ

さまで成功裏に終了することができました。 

ご参加頂きました皆様、ご観戦いただきました皆様、ありがとうございました。 

今回は、初の試みも多く、素敵な試合になったことと思っております。ご尽力頂いたスポン

サーの方々にはスタッフ一同、心より感謝申し上げます。 

 

2022.5.1 

【本日最終日！関西オープン YouTube 観戦してください！】 

ただいま配信中です！！ 

本日の選手権決勝、3 位決定戦、閉会式は A コートで行います。 コート A 

https://youtu.be/GyNW46FC2U8 

コート B 

https://youtu.be/y8IXBhV7_Do 

2022.4.30 

【本日 2 日目！関西オープン YouTube 観戦してください！】 

ただいま配信中です！！ 

コート A 

https://youtu.be/BH0N57mJYS4 

コート B 

https://youtu.be/huQFYFphiZQ 

http://squash-k.org/info/sqk-41kansaisensyuken.pdf
http://squash-k.org/info/sqk-41kansai_guideline.pdf
http://squash-k.org/info/sqk-41kansai_healthchecksheet.pdf
http://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=11247
https://youtu.be/GyNW46FC2U8
https://youtu.be/y8IXBhV7_Do
https://youtu.be/BH0N57mJYS4
https://youtu.be/huQFYFphiZQ
http://squash-k.org/images/sqk2022kansai_op_kekka.pdf


2022.4.29 

【関西オープンオープン式典の模様です！】 

  

    

2022.4.29 

【関西オープン YouTube 観戦してください！】 

ただいま配信中です！！ 

コート A 

https://www.youtube.com/channel/UCEGxUdeBsR1UjvvXzhCD5ug/videos?view=57 

コート B 

https://www.youtube.com/channel/UC_1wbRPgkHiyiyhgJcVeCTg/videos?view=57 

2022.4.28 

【関西オープン-YouTube 情報】 

 いよいよ明日、関西オープン開催です！ 

 YouTube 配信を初めて試みます！ 

    

 

2022.4.16 

【関西オープン健康チェックシートご記入のお願い】 

本日 4 月 16 日よりチェックシートの記載がはじまりましたのでご確認ください。 

参加選手・帯同のみなさんはチェックシートにご記入頂き、当日必ずご持参ください。 

https://www.youtube.com/channel/UCEGxUdeBsR1UjvvXzhCD5ug/videos?view=57
https://www.youtube.com/channel/UC_1wbRPgkHiyiyhgJcVeCTg/videos?view=57
http://squash-k.org/images/op_standout/Greetings.jpg
http://squash-k.org/images/op_standout/tape-cutting.jpg
http://squash-k.org/images/op_standout/group-photo.jpg
http://squash-k.org/images/op_standout/chief-director.jpg
http://squash-k.org/info/sqk-31kop_youtube.jpg
http://squash-k.org/info/sqk-31kop_youtube.jpg


健康チェックシート pdf 

日本スカッシュ協会 

2022.4.13 

【関西オープンのドロー】 

《京都市長杯》第 31 回関西オープンスカッシュ選手権大会 

兼 関西マスターズゲームズ 2022 ～Road to ワールドマスターズゲームズ関西 

ご参加のみなさま ドローが発表されました。注意事項、感染防止対策を必ずお読みの

上、ご来場ください。 また、感染防止対策など内容に訂正追加される場合もありますので、

開催されるまで HP、Twitter、Facebook をご確認下さい。 4 月 16 日よりチェックシート

の記載がはじまりますので、ご確認ください。 

注意事項・ドローpdf 

感染防止対策 pdf 

健康チェックシート pdf 

日本スカッシュ協会 

2022.4.11 

【関西オープンのドローについて】 

ドロー発表が、諸所の理由により遅れております。数日中には発表予定ではありますが、

既に 3 週間を切っておりますので、ドローに関しましてお問い合わせがございましたら、ご

自身の予定時間のみはお知らせいたしますのでご連絡をください。 尚、フレンドと新人は

30-1 日のみの実施となります。 

問い合わせ先は必ず ino@squash-k.org にお願いします。 

2022.3.10 

【関西オープン 募集が始まりました！】 

《京都市長杯（予定）》 

   第 31 回関西オープン選スカッシュ選手権大会 

日程：2022 年 4 月 29 日（祝・金）～2022 年 5 月 1 日（日） 

場所：StandOut KYOTO（スタンドアウト京都） 

申し込み受付がはじまりました！受付期間 2022 年 3 月 10 日（木）12:00～3 月 22 日

（火）24：00（期間内必着） 

※必ず申込み前に、2022 年度日本スカッシュ協会会員登録をお済ませください。また、第 

31 回関西オープンでの新型コロナウイルス感染防止対策のガイドラインをご確認の上、お

申し込みください。 

申込方法： スポーツエントリー ・TEL：0570-039-846 （営業時間：平日 10 時～午後 17 時 

30 分 土日祭日休業） ・http://www.sportsentry.ne.jp (PC、ケータイ共通 24 時間受付) 

http://squash-k.org/info/sqk-31kansai_op_healthchecksheet.pdf
http://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=10850
http://squash-k.org/info/sqk-31kansai_op.pdf
http://squash-k.org/info/revision-sqk-31kansai_op_guideline%20.pdf
http://squash-k.org/info/sqk-31kansai_op_healthchecksheet.pdf
http://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=10850
http://www.sportsentry.ne.jp/


2022.2.28 

【関西オープン募集要項】 

《京都市長杯（予定）》 
   第 31 回関西オープン選スカッシュ選手権大会 

日程：2022 年 4 月 29 日（祝・金）～2022 年 5 月 1 日（日） 

場所：StandOut KYOTO（スタンドアウト京都） 

募集要項 pdf 

感染防止対策 pdf 

健康チェックシート pdf 

JSA-関西オープンページ 

2022.2.12 

【関西学生スカッシュ団体戦の結果】2 月 9、10 日に倉敷マスカットスタジアムにて団体戦

を開催しました。男子優勝は立命館大学・準優勝は大阪大学、女子優勝は広島修道大学・

準優勝は立命館大学です。 

これらの大学が 2 月 21 日からのインカレ団体戦に出場します。 

2022.2.10 

【関西オープン開催のお知らせ】 

日程：2022 年 4 月 29 日（祝・金）～2022 年 5 月 1 日（日） 

場所：StandOut KYOTO（スタンドアウト京都）
https://note.com/standout_kyoto/n/n357a6677bda7 

京都市南区 2022 年 4 月開業予定 

詳細は後日お知らせ致します。 

http://squash-k.org/info/sqk-31kansaiopen.pdf
http://squash-k.org/info/sqk-31kansai_op_guideline.pdf
http://squash-k.org/info/sqk-31kansai_op_healthchecksheet.pdf
http://squash.or.jp/game/other/detail/?pid=10850
https://note.com/standout_kyoto/n/n357a6677bda7

