
2017年　秋季太陽スポーツ杯

場所　　　：魚津桃山運動公園桃山テニスコート　屋外コート

試合日　　：平成29年10月15日(日）

エントリー：　8時30分～8時50分　（屋外）　　　　　　　　　

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　

【1組】

【2組】

【3組】

【3組】

【決勝トーナメント】

     【3位決定戦】

（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｣2016年度版より

2-0 1藤井　友人・萩中　康浩
（TPSCo　・　TPSCo） 6-1 6-4

0-2 3
松村　成泰・大上戸　衛
（グラス　・　スギノ） 6-4 4-6 1-1 2

松本　一透・松﨑　大樹
（魚津工業高・魚津工業高） 4-6 1-6

松本　一透
松﨑　大樹

松村　成泰
大上戸　衛

藤井　友人
萩中　康浩

勝敗 順位

岡部　勝一・牧野　幹宏
（松倉塾　・ﾛｺﾓｰｼｮﾝ）

1-2 3
宇野　彰人・芦田　丈児
（TPSCo　・　TPSCo） 0-6 6-3 7-5 2-1 2

井村　大樹
井村　翔真

石原　勝
山岸　裕一

宇野　彰人
芦田　丈児

石原　勝　・山岸　裕一
（グラス　・　グラス） 4-6 7-5 5-7

１組１位

４組１位

３組１位

２組１位

水谷　宣彦
藤塚　卓人

岡部　勝一
牧野　幹宏

2-1
(0.586) 2

勝敗 順位

水谷　宣彦・藤塚　卓人
（大林TC　・富山市TA） 6-0 6-4 6-0

2-1
(0.563) 3

朝倉　秀篤・弥生　大三
（グラス　・　松倉塾） 4-6 6-1 7-5

吉田　亮介・中村　高士
（YKK　・　YKK） 7-6(5) 6-1 5-7

1
飯村　匡志・中村　龍一
（魚津工業高・魚津工業高） 1-6 1-6 1-6 0-3 4

勝敗 順位

坂藤　世一・岩田　伸吾
（太陽スポーツ・TPSCo） 6-1 6-7(5)

0-3 4

6-4
2-1

(0.600)

坂藤　世一
岩田　伸吾

飯村　匡志
中村　龍一

吉田　亮介
中村　高士

朝倉　秀篤
弥生　大三

1-2 3

3-0 1
井村　大樹・井村　翔真
（TPSCo　・　Jr(住吉小）） 2-6 5-7 3-6

武石　圭文・田島　浩二
（ｽﾏｲﾙｼｮｯﾄ・ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘｰ） 2-6 6-1 4-6

4
伊藤　健宏・鈴木　光浩
（TPSCo　・　TPSCo） 2-6 6-1 6-4 2

1-6 1-6

中島　紀敬・朝倉　駿太
（松倉塾　・　松倉塾）

0-3

2-1

中島　紀敬
朝倉　駿太

小善　聖純
舟本　悠真

伊藤　健宏
鈴木　光浩

武石　圭文
田島　浩二

小善　聖純・舟本　悠真
（魚津工業高・魚津工業高） 0-6

7-6(5)
藤井　友人・萩中　康浩
（TPSCo　・　TPSCo）

勝敗 順位

6-0 6-2 6-2 3-0 1

藤井　友人・萩中　康浩
（TPSCo　・　TPSCo）

坂藤　世一・岩田　伸吾
（太陽スポーツ・TPSCo）

　6-1

　7-6(3)

6 1

中島　紀敬・朝倉　駿太
（松倉塾　・　松倉塾）

坂藤　世一・岩田　伸吾
（太陽スポーツ・TPSCo）

水谷　宣彦・藤塚　卓人
（大林TC　・富山市TA）

中島　紀敬・朝倉　駿太
（松倉塾　・　松倉塾）



場所　　　：魚津桃山運動公園桃山テニスコート　屋外

試合日　　：平成29年10月15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　

コンソレ　：１セットマッチ（６ゲーム先取）　ノーアドバンテージ　

３位決定戦
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2017年　秋季太陽スポーツ杯

川崎 政紀・黒田 健二 （Team Wish・Team Wish）

若林 俊宏・藤澤 武志 （フリー　　　　・　　　　フリー）

金川 弘陽・小池 凱斗 （魚津工業高　　・　　魚津工業高）

浦田 勉・石野 茂雄 （悠々　　　　　・　　　　グラス）

経塚 浩二・高村 裕一 （TPSCo　　・　　　　フリー）

本瀬 佑汰・上谷 優太 （新川高校　　　・　　　新川高校）

西尾 和真・島田 正 （センティア　　・　　トヨックス）

石川 陽輝・堤谷 瑶平 （魚津工業高　　・　　魚津工業高）

岩城 翔也・石﨑 智也 （魚津工業高　　・　　魚津工業高）

東 雄大・笠矢 侑来 （魚津工業高　　・　　魚津工業高）

栗田 義臣・倉田 善孝 （とやまオープン・　　　　Y・B）

矢渕 晴信・魚谷 琉翔 （魚津工業高　　・　　魚津工業高）

小松 拓己・得能 啓司 （新川高校　　　・　　　新川高校）

中村 壮杜・島田 和広 （魚津工業高　　・　魚津工業教員）

小森 涼平・横田 裕之 （TPSCo　　・　　　　フリー）

若林 俊宏・藤澤 武志 （フリー　　　　・　　　　フリー）

松本 和信・得能 皐輝 （魚津工業高　　・　　魚津工業高）

伊藤 貴生・吉田 陽 （YKK　　　　・　　　　YKK）

野田 優太・藤﨑 響暉 （魚津工業高　　・　　魚津工業高）

川崎 政紀・黒田 健二 （Team Wish・Team Wish）

山本 拓磨・中田 大空 （新川高校　　　・　　　新川高校）

高田 幹史郎・清水田 椋介 （新川高校　　　・　　　新川高校）

北川 悠里・草島 新汰 （魚津工業高　　・　　魚津工業高）

稲澤 直也・開 匠 （魚津工業高　　・　　魚津工業高）

長島 辰朗・牧野 拓哉 （魚津工業高　　・　　魚津工業高）

堀田 浩二・川崎 伸一 （滑川市A　　　・　　　滑川市A）

吉川 高広・藤田 雄介 （グラス　　　　・　　　　フリー）

滝沢 太郎・山田 博紀 （HCS　　　　・　　センティア）

6-4

6-2

6-2

6-4

6-0

6-1

6-2

6-0

6-4

6-4



場所　　　：魚津桃山運動公園桃山テニスコート　室内コート

試合日　　：平成29年10月15日(日）

エントリー：　8時30分～8時50分　（屋外）　　　　　　　　　

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　

【Ａ１組】

【Ａ２組】

【Aクラス優勝決定戦】

３位決定戦

５位決定戦

【Ｂクラス】

（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｣2017年度版より

22-6 6-1 1-1

2

3
石野　由香子・石原　尚美
（グラス　・　グラス） 0-6 6-3

森田　浩美・植田　かをり
（大林TC　・センティア）

森　奈緒美・杉原　庸子
（滑川ローン・センティア）

島田　真紀・屋木　喜世子
（TPSCo　・　YKK　） 0-6 3-6 0-2

森田　浩美・植田　かをり
（大林TC　・センティア） 6-0 6-0 2-0

浦田　道子・藤塚　美咲
（ｽﾎﾟｰﾂﾒｲﾄ・　富山市TA）

1

森田　浩美
植田　かをり

島田　真紀
屋木　喜世子

石野　由香子
石原　尚美

勝敗 順位

2017年　秋季太陽スポーツ杯

森　奈緒美・杉原　庸子
（滑川ローン・センティア） 6-1 6-2 2-0

順位
森　奈緒美
杉原　庸子

藤田　千鶴子
吉川　明子

浦田　道子
藤塚　美咲

勝敗

2-0 1

3

1-1

1

小熊　かおる
矢代　千枝

上田　夏鈴
植田　夏帆

萩中　洋子
山岸　育子

勝敗

1-6 6-4 1-1

順位

小熊　かおる・矢代　千枝
（フリー　・　フリー） 6-1 6-1

2
萩中　洋子・山岸　育子
（TPSCo　・　グラス　） 1-6 4-6 0-2 3

上田　夏鈴・植田　夏帆
（大林TC（中学生）・ｾﾝﾃｨｱ（中学生））

藤田　千鶴子・吉川　明子
（大林ＴC　・　グラス） 1-6 1-6 0-2

石野　由香子・石原　尚美
（グラス　・　グラス）

浦田　道子・藤塚　美咲
（ｽﾎﾟｰﾂﾒｲﾄ・　富山市TA）

藤田　千鶴子・吉川　明子
（大林ＴC　・　グラス）

島田　真紀・屋木　喜世子
（TPSCo　・　YKK　）

6 3

6 3

6 1


