2019年度 関東学生スカッシュ選手権大会 新人戦 大会スケジュール
１4日

15日

16日

男子１回戦（３ゲーム）
女子１回戦（３ゲーム）
男子２回戦（３ゲーム）
女子２回戦（３ゲーム）
男子３回戦（３ゲーム）
女子３回戦（３ゲーム）
男子４回戦（３ゲーム）
女子４回戦（５ゲーム）
男子５回戦（５ゲーム）
女子５回戦（５ゲーム）
男子６回戦（５ゲーム）
女子準決勝（５ゲーム）
男子準決勝（５ゲーム）
女子３位決定戦（５ゲーム）
女子決勝（５ゲーム）
男子３位決定戦（５ゲーム）
男子決勝（５ゲーム）

9時～16時30分（終了予定時間）

9時～15時00分（終了予定時間）

10時～14時（終了予定時間）

2019年度 関東学生スカッシュ選手権大会 新人戦 ドロー

・9月14日(土)～16日(月・祝)の3日間で行います。
・会場はSQ-CUBE横浜(横浜市営地下鉄北新横浜駅下車徒歩1分)です。
・エントリーは初戦30分前、それ以外は1時間前までに必ず行ってください。
・大会ルールはJSAのルールに則って行います。
・男女とも5回戦からベストオブ5ゲームズ(ノックアップは左右計5分)、
他は全てPAR11ベストオブ3ゲームズ(ノックアップは左右計3分)です。
・選手はアイガードを必ず着用してください。
・勝者レフリー、敗者マーカー制とするので、出来ない場合は責任を持って代理を立ててください。
・大会を棄権する方は早めに役員までご連絡お願いします。

2018年度 関東学生スカッシュ選手権大会 新人戦 ＜男子＞
※１～４回戦は３ゲームマッチ、5回戦より５ゲームマッチ
1日目

2日目

3日目

2日目

１日目

内谷 俊介（早稲田大学）

石井 和人（順天堂大学）
9:00

大山 蓮（明治大学）

10:00

12:15

中井 飛羽（青山学院大学）
13:15

成瀬 慎一郎（青山学院大学）

西村 滉介（東京農業大学）
12:30
12:00

木村 優太朗（順天堂大学）

前田 佳輝（立教大学）
12:15

13:15

井出 順一郎（明治大学）

田中 康太郎（専修大学）
9:00

9:45

中谷 武斗（早稲田大学）

米山 綾亮（明治大学）

9:00

10:00

遠藤 龍一（専修大学）
9:00

澤井 一樹（慶応義塾大学）

14:00
12:15

村上 太一（青山学院大学）

14:30

横山 元蔵（東京農業大学）
大川 元輝（学習院大学）

湯澤 達矢（早稲田大学）

平野 要（専修大学）

9:00

9:00

田島 朋樹（学習院大学）

10:00

9:45

森脇 聡哉（慶応義塾大学）

西村 彦希（東京大学）
12:15

13:15

井上 直哉（日本体育大学）

木村 裕太（慶応義塾大学）
12:00

12:30

内藤 康成（学習院大学）

庄村 大河（慶応義塾大学）
12:30

13:30

甲斐 悠大（専修大学）

八廣 遥斗（東京大学）
9:00

9:00

奥野 奏志（明治大学）

9:45

10:00

戸邉 正樹（順天堂大学）

志茂 優太郎（日本大学）

11:30

11:00

坪井 友紀（明治大学）

鍛治 尚哉（日本体育大学）

木下 和駿 （慶応義塾大学）
9:15

立花 遼太郎（青山学院大学）

10:15

9:15

松浦 怜（専修大学）

二瓶 哲平（日本大学）
13:30

12:30

金 東律（早稲田大学）
仲山 賢（慶応義塾大学）
12:00

12:30

貝塚 勇介（慶応義塾大学）

丸山 泰生（明治大学）
12:30

13:30

佐野 秀英（明治大学）

岩崎 隼也（慶応義塾大学）
9:15

9:15

宮本 崚星（専修大学）

10:00

10:15

澁川 侑汰（青山学院大学）

池田 慶之介（日本大学）

薄井 政海（日本大学）
14:30

14:00

飯田 歩（専修大学）
杉山 和葵（東海大学）

川邊 脩太（早稲田大学）

9:15

9:15

川原 田一（学習院大学）

10:15

10:00

瀧田 遼太（慶応義塾大学）

米村 琉成（明治大学）
12:30

13:30

玉井 悠雲（青山学院大学）

草野 太助（慶応義塾大学）
12:30

12:00

崔 星眞（慶応義塾大学）

赤倉 慎一郎（明治大学）
9:15

坂本 晴康（専修大学）

13:45

12:45

末次 拓斗（早稲田大学）

9:15

花岡 傑千（学習院大学）

10:15

田中 智也（青山学院大学）

山岸 拓真（東海大学）

大瀧 敦勢（学習院大学）

12:30

伊藤 豪（日本大学）

13:30

9:30

杉村 敬太（専修大学）

12:30

10:30

町 拓海（明治大学）
10:00

12:45

佐々木 隆晟（専修大学）

13:45

露木 響（明治大学）

佐藤 正規（学習院大学）
12:15

12:45

桑島 慈苑（日本大学）

内山 翔太（東海大学）
12:45

13:45

曽原 祐貴（専修大学）

鶴田 和希（明治大学）
9:30

10:00

蛭間 健志（明治大学）

9:30

松浦 巧樹（早稲田大学）

10:30

宮武 遼太（慶応義塾大学）

増田 紋太郎（学習院大学）
14:00

清時 信朗（専修大学）
浦野 凌一（慶応義塾大学）

14:30

大曽根 紀（東京農業大学）

9:30

9:30

甲斐 聖惇（早稲田大学）

10:30

10:15

菊池 尚紀(東京農業大学)

木村 壮佑（専修大学）
12:45

13:45

長谷川 寛人（東京大学）

森定 寛史（明治大学）
12:15

12:45

村瀬 健太郎（専修大学）
小林 龍太郎（青山学院大学）
14:00

13:00

福留 豊（学習院大学）

9:30

中原 慶之（早稲田大学）

10:30

松村 颯太（早稲田大学）

内田 俊哉（慶応義塾大学）

山﨑 俊太朗（早稲田大学）

岸 浩輝（明治大学）
11:00

9:45

堺 真人（専修大学）

11:30

関 悠河（青山学院大学）

10:45

10:15

川口 紘樹（専修大学）

9:30

飯盛 光太郎（慶応義塾大学）

14:00

13:00

齋藤 貴史（青山学院大学）

藤村 大悟（早稲田大学）
12:45

木本 寛瀬（東海大学）

横尾 光司（青山学院大学）

12:15
13:00

14:00

伊倉 諒神（専修大学）

高橋 達哉（専修大学）
9:30

9:45

貞 誉志樹（青山学院大学）

10:15

10:45

植草 佑太（日本体育大学）

川原 椋平（明治大学）
内山 俊孝（日本大学）

13:30

久留島 翔太（青山学院大学）

14:30
14:00

須賀 紀太（早稲田大学）
9:45

守屋 健成（明治大学）

小川 貴之（明治大学）

10:45

9:45

10:15

北山 伊織（慶応義塾大学）

香取 力也（慶応義塾大学）
13:00

3決

14:00

山崎 遼太（日本大学）

飯塚 悠（青山学院大学）
12:15

12:45

岩切 豊0（明治大学）

稲垣 泰史（東京大学）
13:15

14:15

阿部 真聖（東京農業大学）
9:45

山田 香粋（東海大学）

10:45

小林 遼哉（早稲田大学）
田村 駿（順天堂大学）

2019年度 関東学生スカッシュ選手権大会 新人戦 <女子>
※１～３回戦は３ゲームマッチ、４回戦より５ゲームマッチ
2日目

1日目

3日目

2日目

1日目

平井 彩夏(早稲田大学)

松原 春佳(日本体育大学)
15:15

14:15

笹田 まどか(青山学院大学)
10:30

山本 あかり(日本大学)
11:15

武本 春乃(東京家政大学)

高坂 珠希(早稲田大学)
11:30
11:00

伊藤 爽香(東京農業大学)

藤井 里奈(青山学院大学)
10:30

15:15

大橋 楓果(明治大学)

山本 咲(学習院大学)
14:15
13:30

13:00

根津谷 菜珠(学習院大学)

遠藤 深羽(順天堂大学)

下山 真依(日本大学)

15:15
14:15

岩下 瑞月(青山学院大学)
11:15

薫田 真佑(明治大学)

木阪 悠里菜(日本体育大学)
11:30
11:00

大熊 ちさと(日本大学)

村井 里冴(東京家政大学)
10:30

増本 詩乃(東京家政大学)

11:30

14:30

ジョン セヒ(慶応大学)

15:30

亀岡 杏衣(明治大学)

武田 茉奈(青山学院大学)
10:00

朝隈 朋果(慶応大学)

10:30

大崎 友紀(青山学院大学)

14:30

鈴木 綾花(青山学院大学)

15:30

10:30

ユ ソジョン(慶応大学)
11:30

福崎 愛(専修大学)

押田 久実(専修大学)
11:00

11:30

栢沼 さち(東京農業大学)

阿彦 萌那(明治大学)
10:45

北野 菜々恵(青山学院大学)

11:30
14:30

篠原彩乃(専修大学)

15:30

竹内 日菜多(東京家政大学)

石橋 凛央(早稲田大学)
13:30

13:00

内田 早紀(早稲田大学)

矢澤 美咲(青山学院大学)

14:30

中村 莉緒(青山学院大学)

15:30

10:45

櫻井 日菜子(東京家政大学)
11:30

村田 真優(東京農業大学)

藤掛 みゅう(早稲田大学)
11:30

11:00

柴田 茉幸(青山学院大学)

田保 由紀奈(日本体育大学)
10:45

市川 友梨香(専修大学)

11:45

14:45

古林 絵理香(明治大学)

15:45

徳永 麻里(早稲田大学)

三宅 亜依(早稲田大学)
12:00

橋元 菜穂(早稲田大学)
14:45

兼島 結愛(専修大学)

12:00

服部 桃香(日本体育大学)

13:00

15:45

10:45

元田 有香(早稲田大学)
11:45

松元 千穂(青山学院大学)

背戸 祐美(青山学院大学)
11:15

11:45

加藤 愛理(慶応大学)

村田 瑛美(青山学院大学)
11:00

堀越 温奈(東洋英和女学院大学)

11:45
14:45

島村 みなみ(東京家政大学)

15:45

五十嵐 美柚(青山学院大学)

阿久津 知里(日本体育大学)
13:00

13:30

金子 奏衣(慶応大学)

安田 紗恵(学習院大学)
北川 真羽(明治大学)

15:45

14:45

舟渡 彩紀子(明治大学)

11:45
11:00

廣野 小町(日本体育大学)
千葉 えりか(東京家政大学)
11:45

11:15

野笹 碧海(明治大学)

島田 恵衣(東京家政大学)
12:00

11:00

梯 真綾(専修大学)

15:00

兼松 礼実(専修大学)

16:00

山口 菜々穂(日本女子体育大学)

曽田 すみれ(青山学院大学)
10:30

10:00

桃井 莉帆(学習院大学)

岩崎 穂乃香(順天堂大学)

15:00

松井 瑠美(明治大学)

16:00

11:00

堀内 麻衣(東京家政大学)
12:00

高橋 美帆(日本大学)

澤潟 亜衣(東洋英和女学院大学)
11:15

11:45

金 倩（慶応大学）

樋口 奈那子(青山学院大学)
11:15

蔵持 美咲(学習院大学)

12:00

15:00

諸井 琴(専修大学)

16:00

木戸 美貴(専修大学)

13:00

山戸 沙織(日本女子体育大学)

13:30

13:00

徳重 美南(青山学院大学)
遠藤 麻由(青山学院大学)
15:00
16:00

国谷 芽依(早稲田大学)

3決

11:15

浅井 梨菜(早稲田大学)

伏田 悠夏(明治大学)
佐野 智佳(早稲田大学)

11:45

11:15

12:00

鈴木 有菜(青山学院大学)
15:15

羽染 衣織(日本体育大学)

16:15

井上 結希乃(青山学院大学)
田口 愛乃(日本大学)

