
2014 マツシマ杯　結果

主催：魚津市テニス協会       主管：魚津ローンＴＣ・魚津悠遊ＴＣ

日 時：平成26年11月2日（日）　　　 ※雨天予備日 平成26年11月3日（祝）

場所：魚津桃山運動公園 桃山テニスコート(6面)、桃山室内グラウンド(2面)

男子男子男子男子AAAAクラスクラスクラスクラス

1 清水清水清水清水    歩歩歩歩 （（（（フリーフリーフリーフリー))))
62

2 太田 修輔 （富山市ＴＡ)
62

3 畠山 幸夫 （Ｔ-ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ　) 62

4 萩中 康浩 （パナソニック)
61

5 南 祐樹 （Ｔ-ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ　) 61

6 岩田 伸吾 （グラス)
64

7 竹内竹内竹内竹内    達也達也達也達也 （（（（富山市富山市富山市富山市ＴＡＴＡＴＡＴＡ))))
75

8 七澤 良太 （Ｔ-ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ　)
75

9 富岡 泰宏 （グラス)
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男子男子男子男子ＢＢＢＢクラスクラスクラスクラス

1 根建根建根建根建    靖弘靖弘靖弘靖弘 （（（（ミズノマシナリーミズノマシナリーミズノマシナリーミズノマシナリー)))) 62

2 吉﨑 巧人 （魚津工業高校) 62

3 上田 真也 （GAW)
62

4 浜浦 直己 （魚津工業高校) 63

5 河合 亮佑 （GAW)
60

6 酒井 諒 （富山高専) 61

7 髙澤 啓介 （魚津工業高校) 60

8 細野　 雄太 （魚津工業高校) DEF

9 黒田 宏樹 （センティア) 75

10 田中 康逸 （GAW)

11 海老 秀虎 （富山高専) DEF

12 島﨑 瑛 （魚津工業高校) 
76(4)

13 木村 脩平 （魚津工業高校) 63

14 大房 達也 （西番ぞんびーず) 63

15 山口山口山口山口    浩史浩史浩史浩史 （（（（センティアセンティアセンティアセンティア)))) 61

16 梶川 弘登 （魚津工業高校)

17 大野 元嗣 （魚津工業高校) 
62

DEF

18 三田 駿平 （魚津工業高校) 76(8)

19 石野 茂雄 （グラス) 60

20 大島  勇樹 （パナソニック) 76(9)

21 坂下坂下坂下坂下    周駿周駿周駿周駿 （（（（富山高専富山高専富山高専富山高専)))) 61

22 小池 嵐斗 （魚津工業高校)
60

23 山口　 龍 （魚津工業高校) 75

24 木田 純 （センティア) 61

25 住和 大輔 （GAW) 63

26 濵松 真之介 （魚津工業高校)

27 浜田　 怜和 （魚津工業高校)
62

63

28 野口 和馬 （富山高専) 62

29 中坪 和也 （フリー) 64

30 林 達哉 （パナソニック) 62

31 朝倉 健太 （魚津工業高校) 63

32 高沢 賢介 （富山高専) 63

33 村井　 亮介 （魚津工業高校)

34 樫部 義明 （ＹＫＫ)
62

75

35 宮崎　 翔 （魚津工業高校)

36 谷島 八尋 （魚津工業高校)
75

60

37 川端 大輔 （魚津工業高校) DEF

38 阿閉 静則 （西番ぞんびーず)

3333位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

根建 靖弘 （ミズノマシナリー)
60

高沢 賢介 （富山高専)
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男子男子男子男子CCCCクラスクラスクラスクラス

1 齋藤齋藤齋藤齋藤    正樹正樹正樹正樹 （ＧＡＷ（ＧＡＷ（ＧＡＷ（ＧＡＷ))))
60

2 黒澤 優太 （魚津工業高校)
64

3 荒引 大輔 （魚津工業高校)
61

4 山本 司 （パナソニック)
63

5 山田 真士 （魚津工業高校)
63

6 村上 翔太 （魚津工業高校)
61

7 小竹小竹小竹小竹    智也智也智也智也 （（（（魚津工業高校魚津工業高校魚津工業高校魚津工業高校))))
61

8 加藤 健 （チームK)
61

9 押川 莉貴人 （魚津工業高校)
63

10 岩田岩田岩田岩田    学学学学 （（（（魚津工業高校魚津工業高校魚津工業高校魚津工業高校))))
61

11 平井 郁也 （魚津工業高校)
63

12 古田 雄大 （魚津工業高校)
61

13 藤塚 祐貴 （魚津工業高校)
63

14 新 結貴 （魚津工業高校)

15 古田 匠 （ＧＡＷ)
63

3333位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦

小竹 智也 （魚津工業高校)
61 75

古田 匠 （ＧＡＷ)
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女子女子女子女子CCCCクラスクラスクラスクラス

吉野 絵美
(スポーツメイト)

荒瀧 マリアン
（センティア）

橋場万理子
（GAW)

勝敗 順位

1
吉野 絵美

(スポーツメイ
ト)

3333----6666 1111----6666 0000－－－－2222 3333

2
荒瀧 マリアン
（センティア） 6666----3333 0000----6666 1111－－－－1111 2222

3
橋場橋場橋場橋場    万理子万理子万理子万理子

(GAW)(GAW)(GAW)(GAW)
6666----1111 6666----0000 2222－－－－0000 1111

※　相山恵子（GAW)、田口真紀（センティア）　２名のDEFがあり、トーナメントからリーグに変更になりました。

　順位決定方法について

　１）勝率の高い方を上位とする。

　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。

　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。

　　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

　｢テニスルールブック｣2014年度版より


