
『第11回スカッシュ京都カップ2015』にご参加のみなさまへ

【 注意事項 】

○施設に関して

・   当日は、お車でのご来場はご遠慮下さい。エルスポーツ駐車場は利用できません。

・   シャワーご利用の際は、４F更衣室のロッカーキーをお貸し致しますので、受付にてお申し出
ください。ロッカーキーを紛失されないようご注意ください。ロッカーキーを紛失された場合は、弁
償していただくことになります。また、ロッカールームへ大きなお荷物は持ち込めませんので、ご

・    試合当日はエルスポーツの通常営業日です。他のお客様のご迷惑とならないよう心がけて
下さい。特にコート横ヨガスタジオでのプログラム中はお静かに願います。また、お荷物などもご
迷惑かけないよう各自で管理の程お願いいたします。

・    持ち物、貴重品は、各自で管理をお願いします。紛失物があっても主催者では責任を負い
かねますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

○試合に関して
・ ドローに掲載のタイムスケジュールはあくまでも予定ですので、30分前には受付をおすませく
ださい。

・ くれぐれもおけがをされることのないようお気をつけ下さい。試合をされる前の十分なストレッ
チ、ウォーミングアップやアイガードの着用などをお勧めします。

・ 勝者審判、敗者マーカーでお願いします。できない場合はサポートできる方を見つけていただ
き、審判、マーカーをしてください。

・ 試合進行上、どなたに審判マーカーをしていただけるかわかりません。プレーヤーの方もご理
解ご協力をお願いします。

・　Dコートにてustreamの動画中継を行う予定です。

・ ダブル、トリプルエントリーの方は都合上、試合のタイムスケジュールがタイトになりますので
ご注意ください。

○その他

・    この大会はみなさんとの親睦を高め、スカッシュを楽しむためにたちあげられました。スタッ
フも不慣れでございます、ご協力をおねがいいたします。

・    大会参加者全員を対象にスポーツ傷害保険に加入していますが、万一ケガや事故が発生し
た場合は、保険の適用を受ける範囲以外は主催者において責任を負いかねますので、ご理解
のほどよろしくお願いします。



下線のある時間は17日（日）です。

佐藤　泰生 吉水　秀応

（エルスポーツ京都） 15:00 16:40 （ジュリア）

山﨑　壮一郎 菅居　正光

（立命館大学） 13:40 15:40 （立命館大学）

野村　尊史 │ 岡野　弘嗣

（ジュリア） 14:30 Final 14:50 （エルスポーツ京都）

園部　龍昇 17:30

（エルスポーツ京都） 14:00 宮崎　竜乃介

西川　潤 14:00 （立命館大学）

（エルスポーツ京都） 12:30 梅林　信彦

植村　航平 15:20 （ジュリア）

（立命館大学） 10:50 吉岡　純也

栗栖　徹 （エルスポーツ京都）

（エルスポーツ京都）

│

17:30

プレート戦のタイムスケジュールは土曜日に発表いたします。

│
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下線のある時間は17日（日）です。

吉水　秀応 2 柏田　和彦

（ジュリア） 16:00 11:10 （エルスポーツ京都）

谷口　昌弘 井堀　智之

（ジュリア） 11:00 11:20 （エルスポーツ京都）

門脇　吉正 │ 矢野　和久

（ジュリア） 12:50 12:50 （ジュリア）

中村　裕 野村　尊史 2

（エルスポーツ京都） 11:20 16:30 11:20 （ジュリア）

杉　直樹 高家　孝太郎

（エルスポーツ京都） 11:10 16:20 （立命館大学）

岩越　和也 梅林　信彦 2

（エルスポーツ京都） （ジュリア）

│

16:30

プレート戦のタイムスケジュールは土曜日に発表いたします。

│

男子B
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３決
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下線のある時間は17日（日）です。

藤岡　真悟

井堀　智之 2 11:40 （ジュリア）

（エルスポーツ京都） │ 小野　航治

山内　敦史 15:40 Final 16:00 （立命館大学）

（立命館大学） 15:50 白川　晶

矢野　和久 2 11:40 11:40 （立命館大学）

（ジュリア） 高木　光司

（エルスポーツ京都）

│

15:50

プレート戦のタイムスケジュールは土曜日に発表いたします。

│
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下線のある時間は17日（日）です。

清水　直登 日和　友一

（エルスポーツ京都） 14:20 14:20 （エルスポーツ京都）

島井　宏之 │ 中村　駿一

（エルスポーツ京都） 11:50 12:10 （SHIN-SHIN）

島　孝元 松村　大輔

（エルスポーツ京都） 15:00 15:10 14:40 （ジュリア）

木村　匠 久富　達也

（エルスポーツ京都） （エルスポーツ京都）

│

15:10

プレート戦のタイムスケジュールは土曜日に発表いたします。

│

4 2
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下線のある時間は17日（日）です。

東  美保 豊島　千里

（SHIN-SHIN） 10:30 10:50 （エルスポーツ京都）

小森　麻衣子 森田　章子

（エルスポーツ京都） 13:10 Final 13:10 （エルスポーツ京都）

西平　知里 17:10 羽田　祐子

（京都ノートルダム女子大学） 10:30 14:40 （ジュリア）

進藤　美里 中元　可津美

（立命館大学） （エルスポーツ京都）

│

３決

17:10

プレート戦のタイムスケジュールは土曜日に発表いたします。

│

女子A

Final

プレート

1 3

4 2



清水　育子

（エルスポーツ京都）

本多　ノエミ

（エルスポーツ京都）

西村　いのり

（京都ノートルダム女子大学）

杉原  志のぶ

（エルスポーツ京都）

門谷　朋美

（立命館大学）

渡邊　麻利子

（京都ノートルダム女子大学）

女子B
下線のある時間は17日（日）です。

清水　育子 本多　ノエミ 西村　いのり

10:40 14:40

13:20

杉原  志のぶ 門谷　朋美 渡邊　麻利子

10:40 15:20

13:20



猶原　公子 岡野　貴美

（SHIN-SHIN） 12:40 13:00 （京都ノートルダム女子大学）

中井　千紗　 桂　遼子

（立命館大学） 10:40 │ （立命館大学）

石原　なつか 13:30 13:30

（立命館大学）

奥村　梨紗 15:30 万里川　慶子

（立命館大学） 12:40 13:00 （立命館大学）

新山　真直 島林　由布子

（京都ノートルダム女子大学） （立命館大学）

│

15:30

プレート戦のタイムスケジュールは土曜日に発表いたします。

│

女子C

Final

３決

プレート

1 3

5 Final
2

4

下線のある時間は17日（日）です。



西川　ひろみ 小谷　観月 櫻木　満里奈 島井　美帆

西川　ひろみ

（ジュリア）

小谷　観月

（立命館大学）

櫻木　満里奈

（京都ノートルダム女子大学）

島井　美帆

（エルスポーツ京都）

女子新人
下線のある時間は17日（日）です。

11:00 12:20 13:50

14:10 12:20

11:00



下線のある時間は17日（日）です。

11:30

12:00

12:10

12:00

13:40

12:20
16:50

11:30

12:20

12:30

12:40

11:30

│

16:50

２代目森田組 [宮崎　竜乃介・森田　章子]

ペアマッチ

lovelyピンクローズ [栗栖　徹・中元　可津美]

ｍ＆ｍ [菅居　正光・小森　麻衣子]

藤 [中村　裕・渡邊　麻利子]

ラブリーレッドモンス [吉水　秀応・羽田　祐子]

野村・岡野 [野村　尊史・岡野　貴美]

チキン・ニック・ナゲット[西川　潤・東  美保]

３決

ディアデラマドレ [岩井　祐二・奥村　梨紗]

ジュンとバーバ [吉岡　純也・杉原　志のぶ]

KoshiP [岩越　和也・西平　知里]

こうへいちゃんとやすこちゃん [植村　航平・清水　育子]

ノエミーズ [佐藤　泰生・本多　ノエミ]

TEAM　さ～な [高木　あきみ・清水　沙梨奈]


