
主　　　催　：　魚津市テニス協会　　主　　　管　：　魚津ローンＴＣ　悠遊ＴＣ
日　　　時　：　令和元年９月１日（日）　　　　　　雨天予備日　10月27日（日）
場　　　所　：　魚津桃山運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ　　受付時間　：　ＡＭ８時３０分～ＡＭ８時５０分（雨天時も同様）
試合方法　：　全試合６ゲーム先取セミアド　　

雨天の場合、試合方法など変更することあります。
【110歳クラス】

Aグループ

吉川 明子 ・ 吉川 高広

（グラス ・グラス）

浦山 民子 ・ 大浦 剛

（おはよう ・おはよう）

長島 富美子 ・ 大島 信行

（悠遊 ・ローン）

Bグループ

江渕 清美 ・ 坂藤 亮智

（朝日町TA ・朝日町TA）

岡崎 尚子 ・ 小杉 紘平

（フリー ・ローン）

松本 千春 ・ 松本 敏之

（おはよう ・おはよう）

Cグループ

鬼原 久美子 ・ 田原 昭人

（入善町TA ・入善町TA）

伊藤 節子 ・ 飛世 淳一

（おはよう ・おはよう）

村田 郁恵 ・ 芝 忠司

（悠遊 ・おはよう）

牧 十美 ・ 村上 雅人

（FTC ・FTC）

・順位決定方法 同勝率の場合は、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2019」

62 63 2-0 1

36 36 0-2 4

46 26 0-2 3

順位

64 63 2-0 2

64 60 2-0 1

鬼原・田原 伊藤・飛世 村田・芝 牧・村上 勝敗

60 46 1-1 2

06 06 0-2 3

26 62 1-1 2

江渕・坂藤 岡崎・小杉 松本・松本 勝敗 順位

61 62 2-0 1

16 26 0-2 3

２０１９　小杉杯

＜予選リーグ＞

吉川・吉川 浦山・大浦 長島・大島 勝敗 順位



【110歳クラス】

◆1位リーグ

吉川 明子 ・ 吉川 高広

松本 千春 ・ 松本 敏之

牧 十美 ・ 村上 雅人

◆２位リーグ

長島 富美子 ・ 大島 信行

江渕 清美 ・ 坂藤 亮智

鬼原 久美子 ・ 田原 昭人

63

65 61

62

65 36

浦山 民子 ・ 大浦 剛

村田 郁恵 ・ 芝 忠司

岡崎 尚子 ・ 小杉 紘平

1-1 5

◆3、4位トーナメント

06 56 0-2 6

60 63 2-0 4

56 62 1-1 2

長島・大島 江渕・坂藤 鬼原・田原 勝敗 順位

65 65 2-0 1

56

伊藤 節子 ・ 飛世 淳一

26 0-2 3

＜決勝リーグ・トーナメント＞

吉川・吉川 松本・松本 牧・村上 勝敗 順位



試合方法　：　全試合1セットマッチ（6-6タイブレーク）セミアド　　

【オープンクラス】　　　　　　　　　　　　＜予選リーグ＞

朝倉　恵子 ・ 北野　英輔 萩中　洋子 ・ 萩中　康浩　 梅田ひかり ・ 黒瀬公大　 石原　尚美 ・ 石原　勝　 総試合数 6

（ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ・ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘｰTC）　 （TPSCo・TPSCo）　 （TMZ・TMZ）　 （グラス・グラス）　 勝　敗 順　位

 朝倉　恵子 ・ 北野　英輔 （ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ・ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘｰTC）　 61 16 60 2-1 2

 萩中　洋子 ・ 萩中　康浩　 （TPSCo・TPSCo）　 16 16 06 0-3 4

梅田ひかり ・ 黒瀬公大　 （TMZ・TMZ）　 61 61 61 3-0 1

 石原　尚美 ・ 石原　勝　 （グラス・グラス）　 06 60 16 1-2 3

上山　陽子 ・ 前坂　祐司　 岩田　真紀 ・ 岩田　伸吾　 藤塚　奈緒美 ・ 西野　実　 岡津　周子 ・ 石村　悟章　 総試合数 6

（ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ・センティア）　 （TPSCo・TPSCo）　 （センティア・センティア）　 （CTS・ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ）　 勝　敗 順　位

 上山　陽子 ・ 前坂　祐司　 （ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ・センティア）　 75 61 64 3-0 1

 岩田　真紀 ・ 岩田　伸吾　 （TPSCo・TPSCo）　 57 67(4) 36 0-3 4

藤塚　奈緒美 ・ 西野　実　 （センティア・センティア）　 16 76(4) 16 1-2 3

 岡津　周子 ・ 石村　悟章　 （CTS・ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ）　 46 63 61 2-1 2

・順位決定方法
｢テニスルールブック2019」 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

1,2位決定戦

63

0

3,4位決定戦

61

5,6位決定戦

63

7,8位決定戦

63

岩田　真紀 ・ 岩田　伸吾
Bグループ

4位

朝倉　恵子 ・ 北野　英輔

梅田ひかり ・ 黒瀬公大

Bグループ
3位

Aグループ
4位

藤塚　奈緒美 ・ 西野　実

萩中　洋子 ・ 萩中　康浩

Bグループ
2位

Aグループ
3位

岡津　周子 ・ 石村　悟章

石原　尚美 ・ 石原　勝

Bグループ
1位

同勝率の場合、取得ゲーム率の高い方を上位とする。

Aグループ
2位

上山　陽子 ・ 前坂　祐司

2019年 小杉杯

Aグループ

Bグループ

Aグループ
1位

＜決勝リーグ＞


