
2015年 新川選手権　(シングルス）
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5月31日(日）

予備日　　：平成27年6月7日(日）

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　

【　男子Ａクラス　】

岩田 伸吾      
   

宮崎 翔  魚津工業 

   
梶川 弘登  魚津工業    

村井 亮介  魚津工業 

山口 浩史  滑川        

石原 勝      
   

   

濵松 真之介  魚津工業 

木村 脩平  魚津工業    

萩中 康浩           

  位決定戦 

岩田 伸吾      
   

石原 勝      



2015年 新川選手権　(シングルス）
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5月31日(日）

予備日　　：平成27年6月7日(日）

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　

【　男子Ｂクラス　】
中川 昇         

荒引 大輔  魚津工業 

   
藤塚 祐貴  魚津工業    

佐 木 裕之       

大野 元嗣  魚津工業      

髙澤 啓介  魚津工業    

辻 来知  片山学園中学校    
   

岩田 学  魚津工業    

黒澤 優太  魚津工業    

野田 英暁        

   
林 達哉           

中坪 和也         

岩城 翔也  魚津工業 

   
小竹 智也  魚津工業    

中村 達哉         

細野 雄太  魚津工業 

谷島 八尋  魚津工業    
   

加藤 海          

浜浦 直己  魚津工業 
   

池田 章生祉  魚津工業    

阿閉 静則  西番      



若林 義明             

村上 翔太  魚津工業 

   
山田 真士  魚津工業    

荒井 慎平  西番         

小池 嵐斗  魚津工業    

朝倉 健太  魚津工業    

田中 康逸         

古田 雄大  魚津工業 

辻 清範         
     

東 雄大  魚津工業 

鈴木 光浩           

谷口 明彦         
   

笠矢 侑来  魚津工業 

木田 純           
   

平井 郁也  魚津工業    

松倉 朋暉      

浜田 怜和  魚津工業    

   
吉﨑 巧人  魚津工業    

島﨑 瑛  魚津工業 

森田 直樹  県庁      
   

新 結貴  魚津工業    

根建 靖弘          

決勝戦

辻 来知  片山学園中学校    

谷口 明彦      

 位決定戦

阿閉 静則  西番           

若林 義明          



2015年 新川選手権　(シングルス）
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5月31日(日）

予備日　　：平成27年6月7日(日）

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　

【　男子Ｃクラス　】

三宅 輝明        
   

漁 優雅  魚津工業 
   

      

飛 琉星  魚津工業 
   

稲澤 直也  魚津工業 
   

吉田 竜大  魚津工業 

開 匠  魚津工業    

島田 正           
   

山本 司        
   

小浜 裕也  魚津工業 
   

稲澤 晴透  魚津工業 
     

圍 祥貴  魚津工業 

加藤 健          

石﨑 智也  魚津工業      

山崎 慧斗  魚津工業    

上原 和也           

  位決定戦 

三宅 輝明        
   

山本 司        



2015年 新川選手権　(シングルス）
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5月31日(日）

予備日　　：平成27年6月7日(日）

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　

【女子Ａクラス】

上山 陽子
（センティア）

水口　伸子
（西番ぞんびーず）

辻 多美子
（フリー） 勝敗 順位

上山 陽子
（センティア） 6-4 6-1 2-0 １

水口　伸子
（西番ぞんびーず） 4-6 6-2 1-1 ２
辻 多美子
（フリー） 1-6 2-6 0-2 ３

【女子Ｂクラス】

加藤 美波里
（チームＫ）

広川 真理子
（西番ぞんびーず）

萩中　洋子
（TPSCo） 勝敗 順位

加藤 美波里
（チームＫ） 6-4 6-2 2-0 １

広川 真理子
（西番ぞんびーず） 4-6 6-3 1-1 ２
萩中　洋子
（TPSCo） 2-6 3-6 0-2 ３

・順位決定方法について
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


