
場   所　 ： 桃山テニスコート

試合日　 ：Ｈ２０年６月２９日(日）

エントリー：８時４５分～９時　　　　　　　　　　　

試合方法：１セットマッチ（６-６タイブレーク）セミアドバンテージ　

【男子Ａクラス】
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8 村瀬 洋一 （スギノ)

9 大上戸 衛 （スギノ)

5 秋元 亮一 （スギノ)

1 若林 直人 （グラスホッパー)

2 酒井 英明 （スギノ)

3 山西 一哉 （おはよう)

4 澤 武尊 （パナソニック)

6 田端 洋一 （スギノ)

11 梅原 光章 （ＤＥＣ)

10 萩中 康浩 （パナソニック)

2008年 ５７回魚津市民体育大会(シングルス）結果

7 藤田 雄介 （おはよう)

秋元 亮一 （スギノ)

萩中 康浩 （パナソニック)



場   所　 ： 桃山テニスコート

試合日　 ：Ｈ２０年７月１３日(日）

エントリー：８時４５分～９時　　　　　　　　　　　

試合方法：１セットマッチ（６-６タイブレーク）セミアドバンテージ　・コンソレあり
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2008年 第５７回魚津市民体育大会(シングルス）結果

1 堀 信昭 （フリー)

2 本郷 和久 （おはよう)

4 竹内 康貴

3 橋本 博憲 （悠遊)

（グラス)

ＤＥＦ 5 吉沢 悠 （おはよう)

ＤＥＦ 6 池田 守 （フリー)

7 下山 達郎 （新川高校）

ＤＥＦ 8 川合 外喜雄 （おはよう)

9 浦田 勉 （おはよう)

10 五十嵐 孝 （魚津市役所)

12 谷越 諭史 （グラス)

11 大崎 芳雄 （おはよう)

13 石川 弘之 （パナソニック)

14 岩田 伸吾 （おはよう)

15 黒坂 博光 （おはよう)

16 石野 茂雄 （グラス)

下山 達郎 （新川高校）

石野 茂雄 （グラス)



2008年 第５７回魚津市民体育大会(シングルス）結果

場   所　 ： 桃山テニスコート

試合日　 ：Ｈ２０年７月１３日(日）

エントリー：８時４５分～９時　　　　　　　　　　　

試合方法：１セットマッチ（６-６タイブレーク）セミアドバンテージ　・コンソレあり

【男子Ｃクラス】
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10 山本 卓実 （新川高校)

ＤＥＦ 9 横田　 泰世 （道下小)

4 石原 友貴 （新川高校)

3 巽 将矢 （新川高校)

ＤＥＦ 2 堀田 保孝 （新川高校)

1 尾澤 友仁 （新川高校)

6 小倉 孝太 （スギノ)

ＤＥＦ 5 尾原 聡 （おはよう)

8 島澤 竜次 （新川高校)

7 狐塚 建哉 （新川高校)

石原 友貴 （新川高校)

山本 卓実 （新川高校)



エントリー　：８時４５分～９時　　　　　　　　　　　

試合方法： ６ゲーム先取セミアドバンテージ

【女子Ａクラス】

石野 由香子 黒田 礼子 浅井 理恵 石原 尚美

（魚津市役所) （グラスホッパー) （グラスホッパー) （グラスホッパー)
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黒田 礼子

（グラスホッパー)

浅井 理恵

（グラスホッパー)

石原 尚美

（グラスホッパー)

　１）勝率の高い方を上位とする。

　３）同勝率者が３ペアの場合は、取得ゲーム率の高い方を上位とする。

　｢テニスルールブック｣2008年度版より
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　順位決定方法について

　２）同勝率者が２ペアになった場合は、互いの対戦結果の勝者を上位とする。

　　取得ゲーム率＝自分が取得したゲーム数÷自分がプレーした全ゲーム数
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2008年 ５７回魚津市民体育大会(シングルス）結果

場   所　 ： 桃山テニスコート

試合日　 ： Ｈ２０年６月２９日(日）
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場   所　 ： 桃山テニスコート

試合日　 ：Ｈ２０年６月２９日(日）

エントリー：８時４５分～９時　　　　　　　　　　　

試合方法：６ゲーム先取（セミアドバンテージ）

【女子Ｃクラス】
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６　０高橋 愛 （グラスホッパー)

紺田 祐里 （スギノ)

2008年 ５７回魚津市民体育大会(シングルス）結果

10 紺田 祐里 （スギノ)

9 松田 貴子 （おはよう)

4 金澤 玲奈 （新川高校)

3 舟川 侑花 （新川高校)

2 四柳 玲子 （新川高校)

1 横田 陽子 （おはよう)

6 前場 孝子 （おはよう)

5 高橋 愛 （グラスホッパー)

8 住久 舞 （新川高校)

7 志摩 彩女 （新川高校)
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