
3.男子ﾘｰｸﾞ

男子リーグ 2009.6.20　富山県八尾ゆめの森テニスコート

Ａリーグ ＹＫＫ 信越化学 北陸電力 順　位 Ｃリーグ 富山市役所
ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸ

ﾐﾖﾀ 日本精機 順　位
開催県(富山)１位 試合№：M-A1 試合№：M-A2 開催県(富山)３位 試合№：M-C1 試合№：M-C2

ｽｺｱ[3-0] ｽｺｱ[3-0] 第１位 ｽｺｱ[1-2] ｽｺｱ[2-1] 第２位

ＹＫＫ D1.志村・若井(8-6) D1.松重・志村(8-2) 富山市役所 D1.秋・早勢 (5-8) D1.秋・澤武(9-8(3))

D2.松重・滝川(8-2) D2.滝川・若井(8-2) （２勝０敗） D2.澤武・高嶋(6-8) D2.早勢・高嶋(8-5) （１勝１敗）

S1.小島(8-3) S1.小島(8-1) S1.若林(8-6) S1.若林(4-8)

福井県１位 試合№：M-A3 長野県１位 試合№：M-C3

ｽｺｱ[0-3] ｽｺｱ[1-2] 第３位 シチズン ｽｺｱ[2-1] ｽｺｱ[3-0] 第１位

信越化学 D1.山崎・竹内(6-8) D1.谷本・竹内(5-8) ファインテック D1.山浦・遠藤(8-5) D1.山浦・遠藤(8-6)

D2.鈴木・宮崎(2-8) D2.須ヶ原・中山(8-1) （０勝２敗） ミヨタ D2.古川・加藤(8-6) D2.古川・加藤(8-4) （２勝０敗）

S1.谷本(3-8) S1.山崎(6-8) S1.長谷川(6-8) S1.長谷川(9-8(3))

石川県２位 新潟県２位

ｽｺｱ[0-3] ｽｺｱ[2-1] 第２位 ｽｺｱ[1-2] ｽｺｱ[0-3] 第３位

北陸電力 D1.山口・深田(2-8) D1.牧田・山口(8-5) 日本精機 D1.青柳･池野(8-9(3)) D1.青柳・池野(6-8)

D2.多賀・牧田(2-8) D2.深田・岸(1-8) （１勝１敗） D2.外川・遠藤(5-8) D2.外川・遠藤(4-8) （０勝２敗）

S1.岸(1-8) S1.多賀(8-6) S1.早津(8-4) S1.早津(8-9(3))

Ｂリーグ インテック 長岡市役所 セイコーエプソン 順　位 Ｄリーグ 魚津市役所 金沢市役所 関電プラント 順　位
開催県(富山)４位 試合№：M-B1 試合№：M-B2 開催県(富山)２位 試合№：M-D1 試合№：M-D2

ｽｺｱ[2-1] ｽｺｱ[0-3] 第２位 ｽｺｱ[2-1] ｽｺｱ[2-1] 第１位

インテック D1.奥村・古賀(8-3) D1.奥村・中曽根(8-9(5)) 魚津市役所 D1.井村・石川(9-7) D1.井村・石川(8-2)

D2.中曽根・柴(8-6) D2.古賀・崎山(3-8) （１勝１敗） D2.堀・吉川(4-8) D2.吉川・五十嵐(4-8) （２勝０敗）

S1.中西(2-8) S1.柴(3-8) S1.清水(8-4) S1.清水(8-0)

新潟県１位 試合№：M-B3 石川県１位 試合№：M-D3

ｽｺｱ[1-2] ｽｺｱ[1-2] 第３位 ｽｺｱ[1-2] ｽｺｱ[2-1] 第２位

長岡市役所 D1.佐山・佐野(3-8) D1.佐山・西野(3-8) 金沢市役所 D1.小原・關屋(7-9) D1.山口・村井(9-7)

D2.小島・西野(6-8) D2.小島・佐野(6-8) （０勝２敗） D2.山口・東(8-4) D2.東・關屋(6-8) （１勝１敗）

S1.川上(8-2) S1.川上(8-6) S1.田中(4-8) S1.田中(8-5)

長野県２位 福井県２位

ｽｺｱ[3-0] ｽｺｱ[2-1] 第１位 ｽｺｱ[1-2] ｽｺｱ[1-2] 第３位

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ D1.阪本・上條(9-8(5)) D1.小林・上條(8-3) 関電プラント D1.前田・元井(2-8) D1.四方・東(7-9)

D2.新妻・今井(8-3) D2.新妻・村山(8-6) （２勝０敗） D2.四方・東(8-4) D2.前田・田中(8-6) （０勝２敗）

S1.小林(8-3) S1.阪本(6-8) S1.古和田(0-8) S1.古和田(5-8)

- 1 -



3.男子ﾘｰｸﾞ
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3.女子ﾘｰｸﾞ

女子リーグ 2009.6.20　富山県八尾ゆめの森テニスコート

Ａリーグ ＹＫＫ キッセイ薬品 小千谷市役所 福井県庁 順　位
開催県(富山)１位 試合№：L-A1 試合№：L-A3 試合№：L-A5

ｽｺｱ[1-2] ｽｺｱ[2-1] ｽｺｱ[3-0] 第２位

ＹＫＫ D1.畠山・谷本(1-8) D1.畠山・谷本(1-8) D1.屋木・大角(8-0)

D2.森・大角(8-5) D2.屋木・大角(8-0) D2.畠山・谷本(8-6) （２勝１敗）

S1.廣澤(3-8) S1.森(8-2) S1.森(8-0)

長野県１位 試合№：L-A6 試合№：L-A4

ｽｺｱ[2-1] ｽｺｱ[3-0] ｽｺｱ[3-0] 第１位

キッセイ薬品 D1.中野・奥原(8-1) D1.中野・若林(8-1) D1.高木・小澤(8-1)

D2.高木・小澤(5-8) D2.高木・小澤(8-3) D2.中野・奥原(8-0) （３勝０敗）

S1.若林(8-3) S1.奥原(8-1) S1.若林(8-5)

新潟県１位 試合№：L-A2

ｽｺｱ[1-2] ｽｺｱ[0-3] ｽｺｱ[2-1] 第３位

小千谷市役所 D1.阿部玲・岡元(8-1) D1.広井・桜井(1-8) D1.広井・桜井(3-8)

D2.広井・桜井(0-8) D2.阿部玲・高橋(3-8) D2.阿部玲・高橋(8-5) （１勝２敗）

S1.高橋(2-8) S1.岡元(1-8) S1.岡元(8-4)

福井県２位

ｽｺｱ[0-3] ｽｺｱ[0-3] ｽｺｱ[1-2] 第４位

福井県庁 D1.大石・大塚(0-8) D1.伊藤・大塚(1-8) D1.大石・大塚(8-3)

D2.田井・伊藤(6-8) D2.重山・大石(0-8) D2.伊藤・田井(5-8) （０勝３敗）

S1.重山(0-8) S1.田井(5-8) S1.重山(4-8)

Ｂリーグ 金沢市役所 富山化学 富山市役所 セーレン 順　位
石川県１位 試合№：L-B1 試合№：L-B3 試合№：L-B5

ｽｺｱ[3-0] ｽｺｱ[1-2] ｽｺｱ[2-1] 第２位

金沢市役所 D1.山岸・村本(8-4) D1.村本・山岸(8-2) D1.山岸・村本(8-4)

D2.谷・納屋(8-1) D2.納屋・中島(3-8) D2.谷・納屋(8-2) （２勝１敗）

S1.中島(8-3) S1.谷(1-8) S1.中島(4-8)

開催県(富山)３位 試合№：L-B6 試合№：L-B4

ｽｺｱ[0-3] ｽｺｱ[0-3] ｽｺｱ[2-1] 第３位

富山化学 D1.久田・川口(4-8) D1.川口・嶋田(0-8) D1.江尻・川口(8-6)

D2.津田・若月(1-8) D2.若月・久田(0-8) D2.津田・若月(2-8) （１勝２敗）

S1.江尻(3-8) S1.江尻(2-8) S1.久田(8-5)

開催県(富山)２位 試合№：L-B2

ｽｺｱ[2-1] ｽｺｱ[3-0] ｽｺｱ[3-0] 第１位

富山市役所 D1.河西・伴(2-8) D1.佐伯・河西(8-0) D1.佐伯・河西(8-4)

D2.毛利・佐伯(8-3) D2.毛利・島口(8-0) D2.毛利・伴(8-0) （３勝０敗）

S1.島口(8-1) S1.伴(8-2) S1.島口(8-2)

福井県１位

ｽｺｱ[1-2] ｽｺｱ[1-2] ｽｺｱ[0-3] 第４位

セーレン D1.石田・山村(4-8) D1.石田・山村(6-8) D1.石田・山村(4-8)

D2.山根・大越(2-8) D2.山根・松川(8-2) D2.山根・松川(0-8) （０勝３敗）

S1.水上(8-4) S1.大越(5-8) S1.水上(2-8)
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3.決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

決勝トーナメント（男子） 2009.6.21　富山県八尾ゆめの森テニスコート

Ａリーグ １位　開催県（富山）１位

YKK D1. 滝川・若井[2-8]小林・新妻 　2-1 セイコーエプソン

D2. 志村・松重[6-8]上條・阪本

Ｂリーグ １位　長野県２位 S1.　　　　 小島[8-1]村山

セイコーエプソン D1. 阪本・新妻[8-4]山浦・遠藤  3-0 優　勝
D2. 今井・上條[8-4]古川・加藤 セイコーエプソン

Ｃリーグ １位　長野県１位 S1. 小林[8-4]長谷川(RET)

シチズンファインテックミヨタ D1. 山浦・遠藤[4-8]井村・石川

D2. 古川・加藤[8-1]浜田・吉川

Ｄリーグ １位　開催県（富山）２位 S1.　　  長谷川[8-5]清水  2-1 シチズンファインテックミヨタ　→第２代表決定戦へ

魚津市役所

＜第２代表進出権利戦＞

　
D1. 志村・滝川[8-4]井村・石川  3-0
D2. 若井・松重[8-1]堀・五十嵐 YKK
S1. 　　　  小島[8-2]清水 　→第２代表決定戦へ

＜第２代表　決定戦＞

　
D1. 山浦・遠藤[8-2]若井・松重  2-1  勝チーム：第２位
D2. 古川・加藤[4-8]滝川・志村 　YKK
S1.　　　　 袖山[2-8]小島  敗チーム：第３位

　シチズンファインテックミヨタ

　YKK

　魚津市役所

　シチズンファインテックミヨタ

　YKK

M-SF1

M-SF2

M-C1

M-C2

- 4 -



3.決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

　決勝トーナメント（女子） 2009.6.21　富山県八尾ゆめの森テニスコート

Ａリーグ １位　長野県１位

キッセイ薬品工業 D1. 中野・奥原[8-2]山岸・村本 　3-0 キッセイ薬品工業　→第２代表決定戦へ

D2. 高木・小澤[8-6]谷・納屋

Ｂリーグ ２位　石川県１位 S1.　　　　 若林[8-4]中島

金沢市役所 D1. 中野・奥原[8-3]佐伯・毛利  2-1 優　勝
D2. 高木・小澤[5-8]伴・牧田 富山市役所

Ａリーグ ２位　開催県（富山）１位 S1. 　　　　若林[5-8]島口

YKK D1. 屋木・大角[5-8]佐伯・河西

D2. 畠山・谷本[1-8]毛利・島口

Ｂリーグ １位　開催県（富山）２位 S1.            森[8-2]堀田 　2-1 富山市役所

富山市役所

＜第２代表進出権利戦＞

　
D1. 谷・納屋　 [8-1]    畠山・谷本  2-1
D2. 山岸・村本[8-9(7)] 屋木・大角 YKK
S1. 　　　　中島[3-8]    森 　→第２代表決定戦へ

＜第２代表　決定戦＞

　
D1. 中野・若林[8-0]屋木・谷本  2-1  勝チーム：第２位
D2. 高木・小澤(RET)[5-8]森・大角 　キッセイ薬品工業
S1.　　　　 奥原[8-0]廣澤  敗チーム：第３位

　 YKK
　YKK

　金沢市役所

　YKK

　キッセイ薬品工業

L-SF1

L-SF2

L-C1

L-C2
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各県実業団テニス担当者　殿

平成２１年度　第４８回ビジネスパル・テニス北信越大会

１．期　　　日 平成２１年６月２０（土）～２１日（日）
２．会　　　場 ゆめの森テニスコート　ＴＥＬ０７６－４５５－９１２１
３．試合方法 ２ダブルス、１シングルスのチーム戦

４ブロックのリーグ戦後に、各ブロック１位チームによる決勝トーナメント
８ゲームズプロセット。デュース、セットブレイク方式採用。

４．審　　　判 原則としてセルフジャッジとする。
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 山野　茂、　アシスタントレフェリー　井上　博生　、松井　誠
６．そ の 他 監督会議：８時３０分開催。各チーム代表１名出席のこと。

県順位 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4
長野県 新潟県 石川県 福井県 富山県

ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝ
ﾃｯｸﾐﾖﾀ

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 長岡市役所 日本精機 金沢市役所 北陸電力 信越化学工業 関電ﾌﾟﾗﾝﾄ ＹＫＫ 魚津市役所 富山市役所 ㈱インテック

部長 飯塚　芳良 上條　清和 遠藤　貴裕 吉田　俊朗 高田　勉 服部　好成 増田　正二 長能　徹夫 吉川　高広 山本　章
監督 遠藤　武次 上條　清和 小島　久夫 野口　賢一 坂井　祐一 深田　博智 中山　順一 田中　真二 浦山　慎治 吉川　高広 橋本　勝広 柴　潤一

マネージャー 小林　雅之 林　恵美 外川　徹郎 村井　高明 谷本　恭範 谷本　徹 澤武　功純
トレーナー 新妻　達也 大場　裕一 早勢桂太郎

Ｎｏ．１ 袖山　勝巳 阪本　英則 川上　英樹 早津　秀夫 東　正彰 多賀　清治 谷本　恭範 四方　一彦 浦山　慎治 五十嵐　孝 秋　俊浩 柴　潤一
Ｎｏ．２ 山浦　卓也 新妻　達也 小島　久夫 青柳　正樹 小原　素 牧田　浩孝 山崎　雄一 東　昌弘 松下　圭介 石川　竜也 若林　辰男 奥村　尚弘
Ｎｏ．３ 木内　範明 村山　竜一 西野　靖雄 池野　充 山口　康裕 山口　綱基 宮崎　久 前田　誠 小島　明史 井村　大樹 早勢桂太郎 宇川　保之
Ｎｏ．４ 遠藤　武次 中山　聡行 山碕　康晴 外川　徹郎 村井　高明 深田　博智 須ヶ原泰人 元井　友安 滝川　恵介 清水　雅大 澤武　功純 田守　幸治
Ｎｏ．５ 古川　敬二 小林　雅之 佐山　孝 遠藤　貴裕 田中　祐亮 岸　武史 鈴木　博之 古和田秀行 志村　貴史 堀　昭禎 高嶋　宏文 古賀　隆嗣
Ｎｏ．６ 長谷川結城 上條　清和 田中　功 植田　信彦 關屋　寛達 竹内　敬 田中　真二 松重　諭 浜田　信治 中村　翼 中西　陽人
Ｎｏ．７ 加藤　優一 今井　博一 波形　隆一 町永　創太 藤田　繁 中山　順一 増田　正二 若井　淳 吉川　高広 林　　友樹 中曽根寛之

Ｎｏ．８ 小林　信行 野口　賢一 坂井　祐一 庄司　高大 谷井　隆彦 崎山　朝彦
Ｎｏ．９ 佐野　俊介 安原　孝規 吉田　俊朗 平野　雅憲 松井　誠

申込責任者 遠藤　武次 上條　清和 林　恵美 植田　信彦 東　正彰 田中　功一 中山　順一 田中　真二 長能　徹夫 清水　雅大 澤武　功純 柴　潤一

男子



各県実業団テニス担当者　殿

平成２１年度　第４８回ビジネスパル・テニス北信越大会

１．期　　　日 平成２１年６月２０（土）～２１日（日）
２．会　　　場 ゆめの森テニスコート　ＴＥＬ０７６－４５５－９１２１
３．試合方法 ダブルス、１シングルスのチーム戦

２ブロックのリーグ戦後に、各ブロック１、２位による決勝トーナメント
８ゲームズプロセット。デュース、セットブレイク方式採用。

４．審　　　判 原則としてセルフジャッジとする。
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 山野　茂、　アシスタントレフェリー　井上　博生　、松井　誠
６．そ の 他 監督会議：８時３０分開催。各チーム代表１名出席のこと。

県順位 1 1 1 1 2 1 2 3
長野県 新潟県 石川県 福井県 富山県

ｷｯｾｲ薬品工業 小千谷市役所 金沢市役所 セーレン 福井県庁 ＹＫＫ 富山市役所 富山化学

部長 足立　寿喜夫 久保田　幾規 吉田　俊朗 上山　公一 欠戸　裕行 長能　徹夫 山本　章 小前　憲久
監督 小澤　玲子 本田　均 坂井　祐一 吉村　正男 廣田　卓哉 屋木　喜世子 澤武　功純 野村　伸彦

マネージャー 丸山　宏 山岸　瑞穂 田井　智美 廣澤　幸子 河西　麻里子 吉村　美咲
トレーナー 早勢　桂太郎

Ｎｏ．１ 中野　知葉 阿部　玲子 村本　千恵子 石田　由香里 伊藤　永依子 屋木　喜世子 毛利　美生 津田　恵美子
Ｎｏ．２ 奥原　明恵 高橋　香愛 中島　明子 山根　寿恵 竹下　瑞恵 大角　真澄 佐伯　ゆかり 江尻　綾
Ｎｏ．３ 高木　智加 広井　倫子 谷　良子 松川　仁美 大石　光紀 畠山　里美 島口　佳奈子 久田　晴美
Ｎｏ．４ 若林　美緒 桜井　友恵 納屋　聡子 大越　紗都実 田井　智美 森　京子 伴　恵理子 若月　智未
Ｎｏ．５ 小澤　玲子 岡元　美奈 山岸　瑞穂 山村　美奈子 大塚　浩子 谷本　佐衣 河西　麻里子 川口　泰子
Ｎｏ．６ 相沢　里香 滝川　千春 水上　満衣子 重山　高子 廣澤　幸子 堀田　博子 池原　亜樹
Ｎｏ．７ 阿部　愛 宮川　典子 畑中　麻美 亀田　加奈 土井　久子
Ｎｏ．８ 谷口　則子 音野　優子 牧田　真和 嶋田  祥子　
Ｎｏ．９ 吉越　陽子 山根　由美子

申込責任者 小澤　玲子 岡元　美奈 山岸　瑞穂 山村　美奈子 田井　智美 長能　徹夫 澤武　功純 河西　基之

女子


