
平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年　　　　糸魚川市民糸魚川市民糸魚川市民糸魚川市民ダブルステニスダブルステニスダブルステニスダブルステニス大会大会大会大会
表彰者表彰者表彰者表彰者

主催 糸魚川市体育協会 男子男子男子男子・・・・ＡＡＡＡ 女子女子女子女子・・・・ＡＡＡＡ 男子男子男子男子・・・・壮年壮年壮年壮年
主管 糸魚川テニス連盟
運営 早川TC 理容TC 優勝優勝優勝優勝 松田松田松田松田　　　　英博英博英博英博 白石白石白石白石　　　　稚代栄稚代栄稚代栄稚代栄 岩崎岩崎岩崎岩崎　　　　芳彦芳彦芳彦芳彦
日時 平成２６年　１０月　１９日（日） ８：４５　受付　　９：００開始 宇城宇城宇城宇城　　　　将貴将貴将貴将貴 山本山本山本山本　　　　奈緒美奈緒美奈緒美奈緒美 山本山本山本山本　　　　信二信二信二信二
場所 青海名引山テニスコート
クラス 男子A、壮年 ２２２２位位位位 園田　勝治 青木　ひとみ 小林　弘

女子A 石田　孝人 横澤　和子 猪又　勝
参加料 一般、連盟加入者とも５００円
試合方法 ６ｹﾞｰﾑ先取（ﾀｲﾌﾞﾚｰｸはなし）ｾﾐｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ ３３３３位位位位 安田　拓真 瀬下　裕子 寺崎　義博

セルフジャッジ 横井　貴幸 黒坂　裕子 杉山　和彦
試合球は２試合で１缶使用｡勝者がﾎﾞｰﾙを本部に返却しｽｺｱを報告
試合前練習はサービス４本 安田　朋也 森尻　玲子
①勝率　②直接対決勝敗　③取得ｹﾞｰﾑ率（取得ｹﾞｰﾑ数/総ｹﾞｰﾑ数）の順で順位決定 野本　真弘 猪又　恵子
試合順は、進行の都合上変更することがあります。ご了承下さい。

男子男子男子男子・・・・Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－１１１１組組組組 女子女子女子女子・・・・Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－１１１１組組組組

名前 所属 園田・石田 横井・八嶋 平野・渡辺 安田・野本 名前 所属 白石・山本 小林・池亀 山本・永見 森尻・猪又
園田　勝治 ｻﾝﾌﾚﾝﾄﾞ 　３勝　　０敗 白石　稚代栄 　３勝　　０敗
石田　孝人 ジェード 　　１位 山本　奈緒美 　　１位
横井　忠重 　１勝　　２敗 小林　郁子 理容ＴＣ 　０勝　　３敗
八嶋　裕之 　　３位 池亀　祐香 ｻﾝﾌﾚﾝﾄﾞ 　　４位
平野　克弥 　０勝　　３敗 山本　ゆかり ジェード 　１勝　　２敗
渡辺　将太 　　４位 永見　佳央里 ｻﾝﾌﾚﾝﾄﾞ 　　３位
安田　朋也 　２勝　　１敗 森尻　玲子 ジェード 　２勝　　１敗
野本　真弘 　　２位 猪又　恵子 ｻﾝﾌﾚﾝﾄﾞ 　　２位

男子男子男子男子・・・・Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－２２２２組組組組 女子女子女子女子・・・・Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－２２２２組組組組

名前 所属 松田・宇城 安田・横井 清水・清水 名前 所属 瀬下・黒坂 水嶋・石坂 伊井・山本 青木・横澤
松田　英博 　２勝　　０敗 瀬下　裕子 　２勝　　１敗
宇城　将貴 　　１位 黒坂　裕子 　　２位
安田　拓真 　１勝　　１敗 水嶋　愛莉 　０勝　　３敗
横井　貴幸 　　２位 石坂　菜月 　　４位
清水　昭夫 ０勝　　２敗 伊井　和子 ジェード 　１勝　　２敗
清水　遊 　　３位 山本　幾代 早川ＴＣ 　　３位

青木　ひとみ ｻﾝﾌﾚﾝﾄﾞ 　３勝　　０敗
男子男子男子男子・・・・壮年壮年壮年壮年 横澤　和子 ジェード 　　１位

名前 所属 岩崎・山本 山岸・野本 寺崎・杉山 小林・猪又 決勝決勝決勝決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント
岩崎　芳彦 Ｔ．Ｉ．Ｅ 　３勝　　０敗
山本　信二 早川ＴＣ 　　１位
山岸　幸一 早川ＴＣ 　０勝　　３敗
野本　修 一般 　　４位

寺崎　義博 　１勝　　２敗 　　　　　　５ 　６ 　　　　　　６ 　２
杉山　和彦 　　３位
小林　弘 　２勝　　１敗 　　６ 　　　　　　２ 　　６ 　　　　　　２ 　　６ 　　　　　　２ 　　６ 　　　　　　０
猪又　勝 　　２位

１組１位 ２組２位 ２組１位 １組２位 １組１位 ２組２位 ２組１位 １組２位
男子男子男子男子・・・・Ａ　Ａ　Ａ　Ａ　順位決定順位決定順位決定順位決定リーグリーグリーグリーグ 園田・石田 安田・横井 松田・宇城 安田・野本 白石・山本 瀬下・黒坂 青木・横澤 森尻・猪又

名前 所属 横井・八嶋 平野・渡辺 清水・清水
横井　忠重 　２勝　　０敗
八嶋　裕之 　　５位
平野　克弥 　０勝　　２敗
渡辺　将太 　　７位
清水　昭夫 　１勝　　１敗
清水　遊 　　　６位

早川ＴＣ ３－６ ６－１

ジェード ６－１ ６－３

白嶺高校 １－６ １－６

理容ＴＣ ３－６ ６－３ ６－０

ジェード ２－６ ６－１ ０－６

女子・Ａ

０－６ １－６ ３－６

６－３ ６－０ ６－２

６－０ ６－２ ６－３
男子・Ａ

６－０

早川ＴＣ ０－６ ３－６ ０－６ ６－１

６－１ ６－０ ジェード ６－０

２－６

３－６

白嶺高校 １－６ ６－３ Ｊｒ ０－６ １－６ ０－６

ジェード

１－６ ０－６ ４－６ ６－１ ４－６

Ｊｒ １－６ ６－３ ６－０ １－６ ６－２ ６－４

白嶺高校 ０－６

６－１ ｻﾝﾌﾚﾝﾄﾞ ６－２ ６－４ ６－１

ジェード ４－６ ６－１ ３－６ ２－６ １－６ ２－６

６－４ ６－０


