
場所　　　：魚津桃山運動公園桃山テニスコート

試合日　　：平成27年9月6日(日） 予備日　　：　　なし

エントリー：　8時30分～8時50分　　　　　　　　　　

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　

【オープンＡ組】【オープンＡ組】【オープンＡ組】【オープンＡ組】

【オープンＢ組】【オープンＢ組】【オープンＢ組】【オープンＢ組】

【オープンＣ組】【オープンＣ組】【オープンＣ組】【オープンＣ組】

【オープンＤ組】【オープンＤ組】【オープンＤ組】【オープンＤ組】

萩中 洋子・萩中 康浩
（TPSCo　・　TPSCo） 0-20-20-20-22-62-62-62-6 3-63-63-63-6 3333

高堂 真澄・筧 通明
（富山市TA　・　富山市TA） 1-61-61-61-6 6-36-36-36-3 1-11-11-11-1 2222

3333

勝敗 順位

笹村 若菜・平川 雄太
（フリー　　・　フリー） 6-26-26-26-2 6-16-16-16-1 2-02-02-02-0 1111

2-02-02-02-06-26-26-26-2 6-36-36-36-3

4-64-64-64-6

笹村 若菜
平川 雄太

萩中 洋子
萩中 康浩

高堂 真澄
筧 通明

0-20-20-20-2

田村 郁・北野 英輔
（センティア・マシナリーTC）

石原 尚美・石原 勝
（グラス　・　　グラス） 3-63-63-63-6

順位

1111

高村 幸子・櫻田 紘一
（ｽﾏｲﾙｼｮｯﾄ　・　ｽﾏｲﾙｼｮｯﾄ） 2-62-62-62-6 6-46-46-46-4 1-11-11-11-1 2222

田村 郁
北野 英輔

高村 幸子
櫻田 紘一

石原 尚美
石原 勝

勝敗

吉川 明子・朝倉 秀篤
（グラス　・　　グラス） 5-75-75-75-7 6-46-46-46-4

1-11-11-11-1
(0.45)(0.45)(0.45)(0.45)

3333

1111

1-11-11-11-1
(0.50)(0.50)(0.50)(0.50)

2222

坂本 千晶・堀 信昭
（フリー　　・　フリー） 6-26-26-26-2 4-64-64-64-6

1-11-11-11-1
(0.56)(0.56)(0.56)(0.56)

池田　有美・見上 正幸
（ｽﾏｲﾙｼｮｯﾄ　・　ｽﾏｲﾙｼｮｯﾄ）

鬼原 久美子・吉田 仁志
（入善町TA　・　入善町TA） 2-62-62-62-6 7-57-57-57-5

1-61-61-61-6 6(7)76(7)76(7)76(7)7 3333

鬼原 久美子
吉田 仁志

坂本 千晶
堀 信昭

吉川 明子
朝倉 秀篤

勝敗 順位

岡津 周子・石村 悟章
（CTS　　　　・ﾌﾘ-ｽﾀｲﾙ） 2-62-62-62-6 7(7)67(7)67(7)67(7)6 1-11-11-11-1

菅谷 綾・清水 歩
（フリー　　・　フリー） 6-26-26-26-2 6-16-16-16-1

2015年 小杉杯　(ミックス）2015年 小杉杯　(ミックス）2015年 小杉杯　(ミックス）2015年 小杉杯　(ミックス）

菅谷 綾
清水 歩

岡津 周子
石村 悟章

池田 有美
見上 正幸

勝敗 順位

2-02-02-02-0 1111

2222

0-20-20-20-2



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　

【オープン決勝トーナメント】【オープン決勝トーナメント】【オープン決勝トーナメント】【オープン決勝トーナメント】

6-26-26-26-2

6-26-26-26-2

6-36-36-36-3

7-57-57-57-5

6-16-16-16-1

6-16-16-16-1

6-36-36-36-3

３位決定戦

7-57-57-57-5

（注意事項）

・順位決定方法について

リーグ戦同勝率者が２ペアの場合は、直接対決の勝者を上位とする。

リーグ戦同勝率者が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｣2015年度版より

岡津 周子・石村 悟章
（CTS　　　　・ﾌﾘ-ｽﾀｲﾙ）

田村 郁・北野 英輔
（センティア・マシナリーTC）

笹村 若菜・平川 雄太
（フリー　　・　フリー）

Ｄ組１位

岡津 周子・石村 悟章
（CTS　　　　・ﾌﾘ-ｽﾀｲﾙ）

Ａ組２位

Ｂ組１位

高村 幸子・櫻田 紘一
（ｽﾏｲﾙｼｮｯﾄ　・　ｽﾏｲﾙｼｮｯﾄ）

Ｃ組２位

田村 郁・北野 英輔
（センティア・マシナリーTC）

Ｃ組１位

坂本 千晶・堀 信昭
（フリー　　・　フリー）

吉川 明子・朝倉 秀篤
（グラス　・　　グラス）

Ｂ組２位

高堂 真澄・筧 通明
（富山市TA　・　富山市TA）

Ｄ組２位

菅谷 綾・清水 歩
（フリー　　・　フリー）

Ａ組１位



場所　　　：魚津桃山運動公園桃山テニスコート

試合日　　：平成27年9月6日(日） 予備日　　：　　なし

エントリー：　8時30分～8時50分　　　　　　　　　　

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　

【110歳以上Ａ組】【110歳以上Ａ組】【110歳以上Ａ組】【110歳以上Ａ組】

【110歳以上Ｂ組】【110歳以上Ｂ組】【110歳以上Ｂ組】【110歳以上Ｂ組】

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　

【110歳以上決勝トーナメント】【110歳以上決勝トーナメント】【110歳以上決勝トーナメント】【110歳以上決勝トーナメント】

6-46-46-46-4

6-46-46-46-4

6-16-16-16-1

３位決定戦

7-57-57-57-5

（注意事項）

・順位決定方法について

リーグ戦同勝率者が２ペアの場合は、直接対決の勝者を上位とする。

リーグ戦同勝率者が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｣2015年度版より

江淵　清美・坂藤　亮智
（朝日町TA　・　朝日町TA）

伊藤　節子・太田　正
（DEC　　・　　DEC）

島津 美佐子・岡崎 光信
（フリー　・　県庁ＴＣ）

Ａ組２位

伊藤　節子・太田　正
（DEC　　・　　DEC）

Ｂ組１位

1111

江淵　清美・坂藤　亮智
（朝日町TA　・　朝日町TA）

Ａ組１位

田村　清美・上田　高志
（悠遊　　・　悠遊　）

Ｂ組２位

伊藤　節子・太田　正
（DEC　　・　　DEC） 6-16-16-16-1 6-06-06-06-0 2-02-02-02-0

2222

福山　真由美・小杉　紘平
（フリー・ローン） 1-61-61-61-6 0-60-60-60-6 0-20-20-20-2 3333

田村　清美・上田　高志
（悠遊　　・　悠遊　） 6-16-16-16-1 1-61-61-61-6 1-11-11-11-1

2222

田村 清美
上田 高志

福山　真由美
小杉　紘平

伊藤　節子
太田　正

勝敗 順位

島津 美佐子・岡崎 光信
（フリー　・　県庁ＴＣ） 1-61-61-61-6 6-36-36-36-3 1-11-11-11-1

1111

松本 千春・松本 敏之
（おはよう　・　おはよう） 3-63-63-63-6 3-63-63-63-6 0-20-20-20-2 3333

江淵　清美・坂藤　亮智
（朝日町TA　・　朝日町TA） 6-36-36-36-3 6-16-16-16-1 2-02-02-02-0

2015年 小杉杯　(ミックス）2015年 小杉杯　(ミックス）2015年 小杉杯　(ミックス）2015年 小杉杯　(ミックス）

江淵　清美
坂藤　亮智

松本 千春
松本 敏之

島津 美佐子
岡崎 光信

勝敗 順位


