
（全国実業団対抗テニス大会）

１.期　日 平成２６年５月１７日（土）　予備日５月１８日（日）

２.会　場 八尾ゆめの森テニスコート

３.試合方法 男女とも１シングルス、２ダブルスの団体戦。

男子はトーナメント戦で８ゲームスプロセット。デュース、セットブレイクルール採用。

　　フィードイン・コンソレーションは、６ゲーム先取。ノーアドバンテージ、セットブレイクルール採用。

女子はリーグ戦で８ゲームスプロセット。デュース、セットブレイクルール採用。

４.審　判 原則としてセルフジャッジ。トラブルのあったときは、レフェリーがＳＣＵを試合のない他チームに依頼できる。

５.レフェリー 松井　誠、松下　圭介　アシスタントレフェリー　土井　祐樹

６.そ の 他 実業団委員会及び監督会議：８時３０分開催。各チーム代表１名出席のこと。

富山県テニス協会に団体登録を済ませておくこと。

　* 県登録していない選手は、当日実業団登録すれば出場できる。（県登録選手の登録カードを全て提示して下さい。）

（順不同）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3

YKK  A YKK  B YKK  C 不二越 富山県庁 インテック（A） インテック（B） 富山市役所A 富山市役所B 富山市役所S ソニー生命 日産化学 富山化学 ＨＣＳ YKK 富山市役所 富山化学

部長 山海  武寿 山海  武寿 山海  武寿 越  　正夫 岡崎  光信 平野  雅憲 平野  雅憲 平野  雅憲 中井  弘之 米谷  正弘 野村　伸彦 岡田　健志 山海  武寿 平野  雅憲 野村　伸彦

監督 浦山　慎治 横山  健太郎 藤田　雄一郎 宮本  順也 南  孝一 柴  潤一 崎山  朝彦 秋 　 俊浩 澤武  功純 山森  豊 福田  雅純 松井  忍 河西　基之 木下　雄己 屋木喜世子 澤武  功純 河西　基之

マネージャー 滝川  恵介 塚田  将人 曽田  健一 石田  将大 麻井　孝之 澤武  功純 多賀  友彦 澤武  功純 中澤  孝和 坂本  直穂 加藤　智也 塚田  絵未 河西麻里子 若月　智未

Ｎｏ.1 小島  明史 横山  健太郎 谷本  徹 此川  知簡 池田  正嗣 柴  潤一 崎山  朝彦 秋  俊浩 多賀  友彦 平野  雅憲 内山　智博 柴山  亘 加藤　智也 木下　雄己 森  　京子 河西麻里子 吉村　美咲

Ｎｏ.2 若井  淳 川瀬  功雄 曽田  健一 石田  将大 荻浦  泰也 宇川  保之 柳原  崇志 早勢  桂太郎 武石  圭史 山森  豊 小林  一成 藤永  賢志 河西　基之 吉田　静央 屋木喜世子 京谷彩早希 若月　智未

Ｎｏ.3 志村  貴史 中村  高士 熊谷  研 宮本  順也 瀬  　智之 奥村  尚弘 小澤  拓海 林 　 友樹 塩澤  宏介 谷井  隆彦 中澤  孝和 越前  衛 嶋根　和毅 福井　力保 塚田  絵未 佐伯ゆかり 江尻　綾

Ｎｏ.4 鹿島  良介 塚田  将人 藤田　雄一郎 荻浦  聡 松原  正男 田守  幸治 岡田  純 高井  聡 武藤  昴一郎 江口　勇人 中井  弘之 松井  忍 大原　拓郎 山藤　正泰 島田  真紀 佐々木智佐子 若林奈々恵

Ｎｏ.5 松下　圭介 山海  武寿 木村　健二 高橋  靖人 南  　孝一 古賀　隆嗣 中前  智史 長澤  仁 澤武  功純 河原　圭祐 金子  武志 上島  秀明 高田  悠大 内田　伸治 堀田　博子 佐藤　直子

Ｎｏ.6 山岸　和功 細川　潤 辻内　克弥 三谷  状士 中田　正文 中西　陽人 松井  誠 北本　竜也 福田  雅純 坂本  直穂 松尾　玲雄 藤井　勇樹

Ｎｏ.7 石田  滋 松井  衷 中村  翼 山崎やすおみ 市村　圭

Ｎｏ.8 岡田　健志

Ｎｏ.9

申込責任者 石田  将大 麻井　孝之 中井  弘之 坂本  直穂 吉村　美咲 木下　雄己 塚田  将人 澤武  功純 吉村　美咲
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女子チーム参加者名簿　

塚田  将人 柴  潤一 澤武  功純

男子チーム参加者名簿　　　

( 3ポイント）
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ＱＦ
ＱＦ ＳＦ

ＳＦ Ｆ
Ｆ

富山化学 富山市役所A
３－０

富山化学 富山化学 Y K K　B
２－１ M1敗者 ２－１

不二越 富山市役所A
（13-16） ３－０

富山市役所Ｂ Ｃ７ M10敗者 M2敗者 インテックB
２－０ 富山県庁 ２－１

富山県庁 インテックB
２－１ ２－１

インテックＡ 富山市役所B 日産化学 インテックA
２－０ Ｃ９ ３－０ Ｃ４ M3敗者 ３－０

富山市役所B M13 富山市役所Ａ
（9-12） ２－１

インテックＡ （1-8） M9敗者 M4敗者 ソニー生命
コンソレ M11敗者 富山市役所Ｓ ３－０

優勝 Y K K　C ソニー生命
２－１ ２－１

インテックＡ Ｃ１１ インテックＢ ＹＫＫ　Ｃ

２－０ ３－０ C5 M5敗者 ３－０
インテックＢ Y K K　A

（5-8） ２－１
ＹＫＫ　Ｂ M8敗者 M6敗者 不二越

２－０ ＨＣＳ ２－１
Y K K　A

ＨＣＳ ３－０
ソニー生命 Y K K　B

２－０ Ｃ１０ ２－１ シード　１ 富山市役所A

ＹＫＫ　Ｂ ２ ＹＫＫ  A

（1-4） ３ 富山市役所Ｂ

ソニー生命 （9-16） M7敗者

M12敗者

YKK 富山市役所 富山化学 勝 敗

1 １－２ １－２ ２敗
シード　１ ＹＫＫ

2 ２－１ ２－１ ２勝 シード　２ 富山市役所

3 ２－１ １－２ １勝１敗

ＨＣＳ
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優勝

富山市役所Ｓ
M4

M8

日産化学
M3

ソニー生命

インテックA

M12

M6

不二越
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富山市役所B

9

M5

12

M11

富山県庁
M2

インテックＢ

富山化学

8

5

14

富山化学

富山市役所

女子　組み合わせ

Ｂｙｅ

16

15

1　位

Ｃ６

ＹＫＫ  A

＜FEED IN CONSOLATION＞

M7

ＹＫＫ B
M1

2

Y K K

C1
6

7

順　位

3　位

Ｃ８

M10

M9

Ｂｙｅ

Ｃ２
11 ＹＫＫ Ｃ

2　位
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男子　組み合わせ ＜本戦＞

1 富山市役所A

3

4
C3

準優勝



Ｍ１ ＹＫＫ　Ｂ （３－０） 富山化学 Ｍ７ 富山市役所Ａ （３－０） ＹＫＫ　Ｂ Ｍ11 富山市役所Ａ （３－０） インテックＡ Ｍ13 富山市役所Ａ （２－１） ＹＫＫ　Ａ

Ｄ１ 川瀬・塚田 ８－３ 松尾・大原 Ｄ１ 秋・長澤 ８－２ 中村・細川 Ｄ１ 秋・長澤 ８－３ 柴・宇川 Ｄ１ 秋・長澤 ８－３ 若井・鹿島

Ｓ 横山 ２－８ 高田 Ｓ 林 ８－５ 横山 Ｓ 林 ８－１ 田守 Ｓ 林 ８－６ 山岸

Ｄ２ 石田・中村 ８－３ 河西・山崎 Ｄ２ 早勢・高井 ８－４ 川瀬・塚田 Ｄ２ 早勢・高井 ８－５(6-5RET) 奥村・古賀 Ｄ２ 早勢・高井 ３－８ 小島・志村

Ｍ２ 富山県庁 （１－２） インテックＢ Ｍ８ インテックＢ （１－２） インテックＡ Ｍ12 ソニー生命 （１－２） ＹＫＫ　Ａ Ｃ７ 富山化学 （０－２） 富山市役所Ｂ

Ｄ１ 瀬・荻浦 ８－４ 岡田・小澤 Ｄ１ 小澤・中前 ０－８ 宇川・田守 Ｄ１ 内山・中澤 １－８ 小島・志村 Ｄ１ ・ － ・

Ｓ 池田 ２－８ 柳原 Ｓ 柳原 ８－５(4-5RET) 中西 Ｓ 小林 ７－９ 山岸 Ｓ －

Ｄ２ 松原・中田 ８－９(5-7) 松井・崎山 Ｄ２ 松井・崎山 ２－８ 奥村・古賀 Ｄ２ 中井・金子 ８－５ 若井・鹿島 Ｄ２ ・ － ・

Ｍ３ 日産化学 （０－３） インテックＡ Ｍ９ ソニー生命 （２－１） 富山市役所Ｂ Ｃ３ 富山化学 （２－１） 不二越 Ｃ８ インテックＢ （０－２） ＹＫＫ　Ｂ

Ｄ１ 松井・上島 ５－８ 奥村・古賀 Ｄ１ 中井・福田 ７－９ 武石・多賀 Ｄ１ ・ － ・ Ｄ１ ・ － ・

Ｓ 柴山 ４－８ 中西 Ｓ 内山 ８－６ 中村 Ｓ － Ｓ －

Ｄ２ 越前・藤永 ４－８ 柴・宇川 Ｄ２ 中澤・小林 ８－６ 澤武・武藤 Ｄ２ ・ － ・ Ｄ２ ・ － ・

Ｍ４ 富山市役所Ｓ （０－３） ソニー生命 Ｍ10 不二越 （０－３） ＹＫＫ　Ａ Ｃ４ 富山県庁 （０－３） 富山市役所Ｂ Ｃ９ 富山市役所Ｂ （０－２） インテックＡ

Ｄ１ 谷井・江口 ３－８ 小林・金子 Ｄ１ 荻浦・松井 ４－８ 小島・志村 Ｄ１ ・ － ・ Ｄ１ ・ － ・

Ｓ 河原 １－８ 内山 Ｓ 此川 ０－８ 山岸 Ｓ － Ｓ －

Ｄ２ 平野・山森 ４－８ 中井・福田 Ｄ２ 石田・宮本 １－８ 若井・鹿島 Ｄ２ ・ － ・ Ｄ２ ・ － ・

Ｍ５ ＹＫＫ　Ｃ （０－３） 富山市役所Ｂ Ｃ１ 富山県庁 （２－１） 日産化学 Ｃ５ ＹＫＫ　Ｃ （０－３） インテックＢ Ｃ10 ＹＫＫ　Ｂ （０－２） ソニー生命

Ｄ１ 木村・熊谷 ０－８ 多賀・武藤 Ｄ１ ・ － ・ Ｄ１ ・ － ・ Ｄ１ ・ － ・

Ｓ 辻内 ０－８ 中村 Ｓ － Ｓ － Ｓ －

Ｄ２ 谷本・曽田 ０－８ 澤武・武石 Ｄ２ ・ － ・ Ｄ２ ・ － ・ Ｄ２ ・ － ・

Ｍ６ ＨＣＳ （１－２） 不二越 Ｃ２ 富山市役所Ｓ （１－２） ＹＫＫ　Ｃ Ｃ６ ＨＣＳ （１－２） ＹＫＫ　Ｂ Ｃ11 インテックＡ （２－０） ソニー生命

Ｄ１ 木下・吉田 ４－８ 宮本・三谷 Ｄ１ Ｄ１ ・ － ・ Ｄ１ ・ － 、

Ｓ 岡田 ８－１ 石田 Ｓ Ｓ － Ｓ －

Ｄ２ 山藤・内田 １－８ 荻浦・松井 Ｄ２ Ｄ２ ・ － ・ Ｄ２ ・ － ・

リーグ戦 リーグ戦

F１ ＹＫＫ （１－２） 富山化学 F２ 富山市役所 （２－１） 富山化学 F３ ＹＫＫ （１－２） 富山市役所 （　－　）

Ｄ１ 屋木・島田 ８－９(1-7) 吉村・若月 Ｄ１ 佐伯・河西 ８－３ 若林・江尻 Ｄ１ 森・島田 ５－８ 佐伯・佐々木 Ｄ１ ・ － ・

Ｓ ０－８ 若林 Ｓ 堀田 ０－８ 吉村 Ｓ ０－８ 堀田 Ｄ２ －

Ｄ２ 森・塚田 ８－３ 佐藤・江尻 Ｄ２ 佐々木・京谷 ８－２ 若月・佐藤 Ｄ２ 屋木・塚田 ８－１ 京谷・河西 Ｓ ・ － ・

リーグ戦

＜女子本戦＞

＜男子本戦＞
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一回戦 準決勝 決　勝準々決勝


