
試合方法：  予選 ４ゲーム先取（3-3タイブレーク）ノーアドバンテージ
　　　　　　　　本選 ６ゲーム先取（5-5タイブレーク）ノーアドバンテージ

男子A　予選

萩中 康浩・岩田 伸吾 石野 茂雄・朝倉 秀篤 松村 成泰・米山聡　 総試合数 3
（TPSCo・TPSCo) （グラス・グラス) （センティア・DEC) 勝　敗 順　位

 萩中 康浩・岩田 伸吾 （TPSCo・TPSCo) 4-1 4-2 2-0 1

 石野 茂雄・朝倉 秀篤 （グラス・グラス) 1-4 1-4 0-2 3

 松村 成泰・米山聡　 （センティア・DEC) 2-4 4-1 1-1 2

高沢 賢介・田端 洋一　 小森 涼平・経塚 浩二 伊藤  健宏・鈴木 光浩 石原 勝・山口 浩史 総試合数 4
（スギノ・スギノ) （TPSCo・TPSCo) （TPSCo・TPSCo) （グラス・グラス) 勝　敗 順　位

 高沢 賢介・田端 洋一　 （スギノ・スギノ) 4-1 4-3(2) 2-0 2

 小森 涼平・経塚 浩二 （TPSCo・TPSCo) 1-4 2-4 0-2 4

伊藤  健宏・鈴木 光浩 （TPSCo・TPSCo) (2)3-4 1-4 0-2 3

 石原 勝・山口 浩史 （グラス・グラス) 4-2 4-1 2-0 1

男子A　決勝トーナメント 1R F

萩中 康浩・岩田 伸吾
（TPSCo・TPSCo) 6-3

高沢 賢介・田端 洋一　
（スギノ・スギノ) 6-3

石原 勝・山口 浩史
（グラス・グラス)

5位決定戦

小森 涼平・経塚 浩二
（TPSCo・TPSCo)

6-3

伊藤  健宏・鈴木 光浩
（TPSCo・TPSCo)
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場   所　 ： 桃山テニスコート

試合日　 ： 令和元年６月1６日(日）

予備日　 ： 令和元年６月３０日(日）

エントリー： ８時３０分～ ８時５０分　　　　　　　　　　
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Aグループ
2位



試合方法：  予選 ４ゲーム先取（3-3タイブレーク）ノーアドバンテージ
　　　　　　　　本選 ６ゲーム先取（5-5タイブレーク）ノーアドバンテージ

男子B　予選

石崎 正幸・飛世 淳一 三宅 輝明・石川 弘之 野澤 良成・牧野 洋一 井村 俊郎・本江 勝利　 総試合数 4
（おはよう・おはよう) （TPSCo・TPSCo) （おはよう・おはよう) （悠遊・悠遊) 勝　敗 順　位

 石崎 正幸・飛世 淳一 （おはよう・おはよう) 0-4 4-0 1-1 3

 三宅 輝明・石川 弘之 （TPSCo・TPSCo) 4-0 4-3(3) 2-0 1

野澤 良成・牧野 洋一 （おはよう・おはよう) 0-4 2-4 0-2 4

 井村 俊郎・本江 勝利　 （悠遊・悠遊) (3)3-4 4-2 1-1 2

今井 航・浦本 雅也 大浦 剛・岸 直哉 福本 彰・野竹 秀典 當田 悟・芝 忠司 総試合数 4
（スギノ・スギノ) （おはよう・おはよう) （TPSCo・TPSCo) （おはよう・おはよう) 勝　敗 順　位

 今井 航・浦本 雅也 （スギノ・スギノ) 4-2 2-4 1-1 1

 大浦 剛・岸 直哉 （おはよう・おはよう) 0-4 4-2 1-1 4

福本 彰・野竹 秀典 （TPSCo・TPSCo) 4-2 (6)3-4 1-1 2

 當田 悟・芝 忠司 （おはよう・おはよう) 2-4 4-3(6) 1-1 3

男子B　決勝トーナメント
1,2位決定戦

三宅 輝明・石川 弘之
（TPSCo・TPSCo) 6-0

今井 航・浦本 雅也
（スギノ・スギノ)

3,4位決定戦
井村 俊郎・本江 勝利　

（悠遊・悠遊) 6-5(5)
福本 彰・野竹 秀典

（TPSCo・TPSCo)
5,6位決定戦

石崎 正幸・飛世 淳一
（おはよう・おはよう) 6-1

當田 悟・芝 忠司
（おはよう・おはよう)

7,8位決定戦
野澤 良成・牧野 洋一
（おはよう・おはよう) 6-1

大浦 剛・岸 直哉
（おはよう・おはよう)
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場   所　 ： 桃山テニスコート

試合日　 ： 令和元年６月1６日(日）

予備日　 ： 令和元年６月３０日(日）

エントリー： ８時３０分～ ８時５０分　　　　　　　　　　
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4位



試合方法：６ゲーム先取 セミアドバンテージ　

【女子A・Bクラス】
石原 尚美

米沢 恵美子
浦山 民子
佐藤 順子

岩田 真紀
萩中 洋子

（グラス　・　スギノ） （おはよう　・　おはよう） （TPSCo　・　TPSCo）

石原 尚美・米沢 恵美子

（グラス　・　スギノ）

浦山 民子・佐藤 順子　

（おはよう　・　おはよう）

岩田 真紀・萩中 洋子

（TPSCo　・　TPSCo）

　勝

2019年 72回魚津市民体育大会(ダブルス）

エントリー： ８時３０分～ ８時５０分　　　　　　　　　　

場   所　 ： 桃山テニスコート
試合日　 ： 令和元年６月1６日(日）
予備日　 ： 令和元年６月３０日(日）
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　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

3

－ 1 2

　順位決定方法について

　１）勝率の高い方を上位とする。


