
主　　　催　： 魚津市テニス協会

日　　　時　： 2019年12月1日（日）

受付時間　： 8時30分～9時00分

試合方法　： １セットマッチ（６－６タイブレーク）　ノンアドバンテージスコアリング方式

清水　歩
西　祐輔

萩中　康浩
牧野　宏倖

朝倉　秀篤
橋本 龍太朗

坂藤　世一
山岸　裕一

石原　勝
高沢 賢介

西口　正剛
浮田　光貴

勝　敗 順　位

6-0 6-0 6-2 6-3 7-5 5-0 1

0-6 7-5 4-6 3-6 1-6 1-4 5

0-6 5-7 7-5 3-6 4-6 1-4 6

2-6 6-4 5-7 6-1 3-6 2-3 3

3-6 6-3 6-3 1-6 3-6 2-3 4

5-7 6-1 6-4 6-3 6-3 4-1 2

◆リーグ戦の順位決定方法について

1）勝率の高いほうを上位とする。

2）同勝率者がある場合は、取得ゲーム率の高いほうを上位とする。

　　　取得率＝ 取得したゲーム数÷プレーした全ゲーム数

第２２回 魚津市ＴＡ室内選手権大会結果　（男子A）

男子Ａ

後　　援　：　魚津市教育委員会

場　　所　：　ありそドーム

主　　管　：　グラスホッパーＴＣ

萩中 康浩 (TPSCo)
牧野 宏倖 (魚津ジュニア)

朝倉 秀篤　  (グラス)
橋本 龍太朗 (入善町TA)

西口 正剛 (シブヤTC)
浮田 光貴 (フリー)

坂藤 世一 (太陽スポーツ)
山岸 裕一 (太陽スポーツ)

清水 歩 (松倉塾)
西 祐輔 (JFいしかわ)

石原 勝 　 (グラス)
高沢 賢介 (スギノ)

－ 



第２２回 魚津市ＴＡ室内選手権大会結果　（女子A）
魚津市テニス協会 魚津市教育委員会

2019年12月1日（日） ありそドーム

8時30分～9時00分

全試合：１セットマッチ（６－６タイブレーク）　ノンアドバンテージスコアリング方式

女子Ａ・予選リーグ

◆リーグ戦の順位決定方法について
1）勝率の高いほうを上位とする。
2）同勝率者がある場合は、取得ゲーム率の高いほうを上位とする。
　　　取得率＝ 取得したゲーム数÷プレーした全ゲーム数

後　　援　：

場　　所　：

主　　管　：

主　　　催　：

日　　　時　：

受付時間　： グラスホッパーＴＣ

川上　果穂
山田　緋夏

浦田　道子
中島　美法

1

2

3

勝　敗

1-1

0-2

2-0

勝　敗

2-0

1-1

0-2

順　位

2

3

1

順　位

秋　志保
前田　小由理

6-3

6-2

上山　陽子
山崎　英吏子

6-2

2-6

2-6

藤塚　美咲
元村　めぐみ

6-2

6-2

5-7

藤塚 美咲 (富山市役所)

元村 めぐみ (スポーツメイト)

3-6

7-5

真田　千春
吉田　恵里

2-6

試合方法　：

2-6

Ａリーグ

浦田 道子 (てぃーむ佐賀)

中島 美法 (富山市TA)

秋 志保  (わくわくテニス)

前田 小由理 (悠遊)

川上 果穂 (トムキャット)

山田 緋夏 (トムキャット)

Ｂリーグ

真田 千春 (フリー)

吉田 恵里 (フリー)

上山 陽子 (センティア)

山崎 英吏子 (大林TC)

－ 



女子Ａ・順位決定戦
予選リーグ １．２位トーナメント

A 1位

7-6(1)

6-1 B 2位 6-3

A 2位

7-6(4)

B 1位

５位決定戦 (予選リーグ３位)
A 3位

6-0

B 3位

秋 志保  (わくわくテニス)

前田 小由理 (悠遊)

藤塚 美咲 (富山市役所)

元村 めぐみ (スポーツメイト)

藤塚 美咲 (富山市役所)

元村 めぐみ (スポーツメイト)

川上 果穂 (トムキャット)

山田 緋夏 (トムキャット)

上山 陽子 (センティア)

山崎 英吏子 (大林TC)

浦田 道子 (てぃーむ佐賀)

中島 美法 (富山市TA)

真田 千春 (フリー)

吉田 恵里 (フリー)

優勝３位

準優勝

浦田 道子 (てぃーむ佐賀)

中島 美法 (富山市TA)

上山 陽子 (センティア)

山崎 英吏子 (大林TC)
川上 果穂 (トムキャット)

山田 緋夏 (トムキャット)



主　　　催　： 魚津市テニス協会 後　　援　： 魚津市教育委員会

日　　　時　： 2019年12月1日（日） 場　　所　：

受付時間　： 10時00分～10時20分 主　　管　：

試合方法　： 全試合：６ゲーム先取　ノンアドバンテージスコアリング方式

男子Ｂ・予選リーグ
経塚　浩二
小森　涼平

山本　司
松山　武弘

井村　俊朗
萩原　則夫

勝　敗 順　位

6-2 6-2 2-0 1

2-6 3-6 0-2 3

2-6 6-3 1-1 2

谷越　諭史
松村　成泰

三宅　輝明
石川　弘之

森田　卓也
北島　和男

勝　敗 順　位

6-1 6-3 2-0 1

1-6 3-6 0-2 3

3-6 6-3 1-1 2

松本　敏之
早川　進

吉川　高広
石野　茂雄

岩田　伸吾
内山　亮

勝　敗 順　位

6-3 6-2 2-0 1

3-6 4-6 0-2 3

2-6 6-4 1-1 2

林　達哉
谷本　徹

足立　幸男
荒木　達雄

野竹　秀典
福本　彰

平崎　貴大
堀田　浩二

勝　敗 順　位

1-6 6-1 1-1 2
7/14(0.50)

6-1 6-1 2-0 1

1-6 2-6 0-2 4

1-6 6-2 1-1 3
7/15(0.47)

◆リーグ戦の順位決定方法について

1）勝率の高いほうを上位とする。

2）同勝率者がある場合は、取得ゲーム率の高いほうを上位とする。

　　　取得率＝ 取得したゲーム数÷プレーした全ゲーム数

第２２回 魚津市ＴＡ室内選手権大会結果　（男子B）

グラスホッパーＴＣ

Ａリーグ

桃山運動公園屋内運動場

Ｄリーグ

経塚 浩二 (TPSCo)
小森 涼平 (TPSCo)

山本 司　  (TPSCo)
松山 武弘 (YKK)

井村 俊朗 (悠遊)
萩原 則夫 (悠遊)

松本 敏之 (おはよう)
早川 進　  (滑川ローン)

吉川 高広 (グラス)
石野 茂雄 (グラス)

岩田 伸吾 (TPSCo)
内山 亮 　 (うおづスポラ)

Ｂリーグ

Ｃリーグ

谷越 諭史 (フリー)
松村 成泰 (フリー)

三宅 輝明 (TPSCo)
石川 弘之 (TPSCo)

森田 卓也 (フリー)
北島 和男 (フリー)

平崎 貴大 (YKK)
堀田 浩二 (滑川市TA)

林 達哉 (TPSCo)
谷本 徹 (YKK)

足立 幸男 (スマイルショット)

荒木 達雄 (センティア)

野竹 秀典 (TPSCo)
福本 彰  　(TPSCo)

－ 

－ － 

－ 

－ 



男子Ｂ 決勝トーナメント

◆決勝トーナメント進出ペアについて

1）各リーグ１位のペア

全試合：６ゲーム先取　ノンアドバンテージスコアリング方式

6-4

6-4

6-5

３位決定戦

6-3

第２２回 魚津市ＴＡ室内選手権大会結果　（男子B）

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｄ

松本 敏之 (おはよう)
早川 進　 (滑川ローン)

経塚 浩二 (TPSCo)
小森 涼平 (TPSCo)

準優勝

足立 幸男 (スマイルショット)
荒木 達雄 (センティア)

経塚 浩二 (TPSCo)
小森 涼平 (TPSCo)

足立 幸男 (スマイルショット)

荒木 達雄 (センティア)

谷越 諭史 (フリー)
松村 成泰 (フリー)

谷越 諭史 (フリー)
松村 成泰 (フリー)

優　勝

松本 敏之 (おはよう)
早川 進　 (滑川ローン)

谷越 諭史 (フリー)
松村 成泰 (フリー)

4      2     1 1     4      4 4     0     0 5     4     4 － 

－ 



第２２回 魚津市ＴＡ室内選手権大会結果　（女子B）

主　　　催　： 魚津市テニス協会 後　　援　： 魚津市教育委員会

日　　　時　： 2019年12月1日（日） 場　　所　：

受付時間　： 8時10分～8時30分 主　　管　：

試合方法　： 全試合：６ゲーム先取　ノンアドバンテージスコアリング方式

女子Ｂ・予選リーグ
今田　千夏子
福山　真由美

牧野　美里
高階　真紀子

谷口　真由美
経塚　靖子

勝　敗 順　位

6-2 6-3 2-0 1

2-6 6-0 1-1 2

3-6 0-6 0-2 3

田中　直美
池田　直子

清水　佳菜
松山　由希子

萩中　洋子
橘　順子

勝　敗 順　位

6-5 1-6 1-1 2

5-6 4-6 0-2 3

6-1 6-4 2-0 1

◆リーグ戦の順位決定方法について

1）勝率の高いほうを上位とする。

2）同勝率者がある場合は、取得ゲーム率の高いほうを上位とする。

　　　取得率＝ 取得したゲーム数÷プレーした全ゲーム数

◆決勝進出ペアについて

1）各リーグ１位のペア

◆決勝戦

６ゲーム先取　ノンアドバンテージスコアリング方式

6-3

決勝戦

今田 千夏子 (悠遊)
福山 真由美 (悠遊)

萩中 洋子 (TPSCo)
橘 順子   (TPSCo)

優勝

今田 千夏子 (悠遊)
福山 真由美 (悠遊)

桃山運動公園屋内運動場

グラスホッパーＴＣ

Ａリーグ

今田 千夏子 (悠遊)
福山 真由美 (悠遊)

牧野 美里　  (うおづスポラ)

高階 真紀子 (フリー)

谷口 真由美 (JSS富山)
経塚 靖子  　(フリー)

田中 直美 (スポーツメイト)

池田 直子 (JSS富山)

清水 佳菜　  (フリー)
松山 由希子 (センティア)

萩中 洋子 (TPSCo)
橘 順子  　(TPSCo)

Ｂリーグ

－ 

－ 



4      2     1 4     0     0 5     4     4 － 


