
第５４回 全国実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 北信越予選 
（ビジネスパル・テニス２０１５）

1 主　　　催 北信越テニス協会
2 主　　　管 長野県テニス協会、長野県実業団テニス連盟
3 日　　　程　 平成２７年６月２７日（土）・２８日（日）
4 会　　　場 長野県松本市信州スカイパークテニスコート（砂入り人工芝　８面）
5 種　　　目 男子チーム対抗戦・女子チーム対抗戦

男子代表 第一　アース製薬　　　第二　石川県庁
女子代表 第一　キッセイ薬品　　第二　長野県教職員組合

男子予選リーグ
Ａブロック 1 2 3 勝敗 順位
１・新潟県高校教諭 ＊＊＊ ●１－２ ●１－２ 0勝2敗 3
２・アース製薬 ○２－１ ＊＊＊ ○２－１ 2勝 1
３・ＹＫＫ ○２－１ ●１－２ ＊＊＊ 1勝1敗 2

Ｂブロック 4 5 6 勝敗 順位
４・ＡＯＩﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ＊＊＊ ○２－１ ●１－２ 1勝1敗 2
５・松本市役所 ●１－２ ＊＊＊ ●０－３ 0勝2敗 3
６・石川県庁 ○２－１ ○３－０ ＊＊＊ 2勝 1

Ｃブロック 7 8 9 勝敗 順位
７・北國銀行 ＊＊＊ ●１－２ ○３－０ 1勝1敗 2
８・ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝB ○２－１ ＊＊＊ ○２－１ 2勝 1
９・YONEX ●０－３ ●１－２ ＊＊＊ 0勝2敗 3

Ｄブロック 10 11 12 勝敗 順位
１０・富山市役所 ＊＊＊ ●１－２ ○２－１ 1勝1敗 2
１１・ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝA ○２－１ ＊＊＊ ○２－１ 2勝 1
１２・ＡＷ－Ｉ ●１－２ ●１－２ ＊＊＊ 0勝2敗 3

男子決勝トーナメント
第一代表決定戦
Ａブロック1位
アース製薬 ２－１

Ｂブロック1位
石川県庁 ２－１ アース製薬
Ｃブロック1位

セイコーエプソンＡ ２－１

Ｄブロック1位
セイコーエプソンＢ
第二代表決定戦
1回戦敗者
石川県庁 ２－１

1回戦敗者 ２－１ 石川県庁
セイコーエプソンＡ
決勝戦敗者
セイコーエプソンＢ

女子決勝リーグ
1 2 3 4 5 勝敗 順位

１・富山市役所 ＊＊＊＊ ●１－２ ○２－１ ●１－２ ●０－３ 1勝3敗 4
２・キッセイ薬品 ○２－１ ＊＊＊＊ ○３－０ ○２－１ ○２－１ 4勝 1
３・YKK ●１－２ ●０－３ ＊＊＊＊ ●１－２ ●０－３ 0勝4敗 5
４・SYC ○２－１ ●１－２ ○２－１ ＊＊＊ ●１－２ 2勝2敗 3
５・長野県教職員組合 ○３－０ ●１－２ ○３－０ ○２－１ ＊＊＊ 3勝1敗 2



詳細結果

男子　第1代表決定戦(2R） 決勝トーナメント　1R

アース製薬 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝB アース製薬 石川県庁 セイコーエプソンB　 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝA
D1 徳倉克彦 ⑨－８ 阪本英則 徳倉 ⑧－３ 島田貴之 小林 ４－⑧ 今井博一

柳沼周平 （４） 鶴田雄介 柳沼 伊藤俊次 上條清和 米澤隆雄
S 藤井貴之 ０－⑧ 小林雅之 藤井 ０－⑧ 中村隆志 岡崎眞也 ⑧－０ 原　平

D2 脇　惇弥 ⑧－５ 宮坂　満 脇 ⑧－４ 小野隆利 阪本 ⑧－１ 小口　智
池田祐人 金井友佑 池田 石丸智也 鶴田 須藤泰宏

男子　第２代表決定戦（コンソレ２Ｒ） コンソレ1R
石川県庁 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝB 石川県庁 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝA

D1 小野 ４－⑥ 阪本 島田 ⑧－６ 深沢賢二
石丸 ret 鶴田 伊藤 須藤

S 中村 ⑧－１ 小林 中村 ⑧－１ 上田旨一

D2 島田 ⑧－４ 宮坂 石丸 １－０勝 今井
伊藤 金井 小野 ret 米澤

男子予選Ａブロック
アース製薬 YKK アース製薬 新潟県高校教諭 YKK 新潟県高校教諭

D1 池田 ８－⑨ 小島明史 徳倉 ６－⑧ 水野宏志 滝川 １－⑧ 水野
藤井 （６） 松下圭介 藤井 石川大輔 松下 武者

S 脇 ⑧－５ 山岸和功 池田 ⑨－８ 武者山人 山岸 ⑧－１ 野本
（５）

D2 徳倉 ⑧－５ 滝川恵介 脇 ⑧－０ 髙山　誠 小島 ⑧－１ 髙山
柳沼 志村貴史 柳沼 野本雅裕 志村 石川

男子予選Bブロック
AOIﾎ-ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 松本市役所 石川県庁 AOIﾎ-ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ石川県庁 松本市役所

D1 秋山竜一 ⑧－４ 小坂俊輔 島田 ４－⑧ 秋山 島田 ⑨－８ 小坂
山田貴廣 柳原一也 伊藤 杉岡 伊藤 （３） 柳原

S 杉岡智史 ⑧－４ 小林淳一郎 中村 ⑧－０ 松井大輔 中村 ⑧－２ 山本利明

D2 眞浦恵嗣 ０－⑧ 三井康弘 小野 ⑧－４ 小倉　学 小野 ⑧－２ 三井
中山弘行 村山　聖 石丸 山田 石丸 村山

男子予選Cブロック
北國銀行 YONEX ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝB YONEX ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝB 北國銀行

D1 山下　岳 ⑧－２ 塙　亮一 阪本 ３－⑧ 塙 宮坂 ２－⑧ 山下

浜口国明 小川直人 宮坂 小川 金井 浜口

S 山元　純 ⑧－０ 田中慎也 岡崎 ⑧－３ 未竹 小林 ⑧－３ 山元

D2 小坂晃治 ⑧－０ 未竹純也 鶴田 ⑧－３ 田中 阪本 ⑧－４ 小坂
小林直樹 星野智康 小林 星野 鶴田 小林

男子予選Ｄブロック
ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝA 富山市役所 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝA Aｗ-I 富山市役所 Aｗ-I

D1 須藤 ⑧－３ 秋　俊浩 今井 ⑧－４ 浅井一貴 秋 ⑧－４ 浅井
上田 長澤　仁 上田 久住拓郎 長澤 久住

S 米澤 ⑨－７ 塩澤宏介 原 ３－⑧ 山下勇樹 塩澤 ６－⑧ 山下

D2 深沢 ２－⑧ 高井　聡 深沢 ⑧－２ 伊藤誠 早勢 ⑧－２ 伊藤
小口 早勢桂太郎 米澤 山田大貴 高井 未政



詳細結果

女子決勝リーグ戦

キッセイ薬品 長野県教職員組合 キッセイ薬品 SYC キッセイ薬品 富山市役所
D1 濱　明恵 ⑧－２ 土橋亜希 濱 ⑧－２ 長岡とし枝 濱 ⑧－０ 河西麻里子

松尾日加里 山岡　翆 松尾 沢本咲幸 松尾 堀田博子
S 市川有紗 ⑧－０ 深草めぐみ 市川 ⑧－１ 小川知恵美 市川 ⑧－０ 毛利美生

D2 若林美緒 ６－⑧ 吉川佳子 若林 ２－⑧ 上水裕美子 山岸美香 １－⑧ 佐伯ゆかり
唐澤瑞貴 谷川卯月 唐澤 戸田ひとみ 唐澤 佐々木智佐子

キッセイ薬品 YKK 長野県教職員組合 ＳＹＣ 長野県教職員組合 富山市役所
D1 市川 ⑧－０ 島田真紀 柿崎優美 ⑧－１ 上水 深草 ⑨－８ 河西

若林 塚田絵未 深草 小川 山岡 （3） 佐伯
S 濱 ⑧－１ 高島春香 土橋 ⑧－１ 沢本 柿崎 ⑧－２ 堀田

D2 松尾 ⑧－１ 山西　彩 谷川 １－⑧ 長岡 谷川 ⑧－６ 毛利
唐澤 小山千穂 池上美鈴 戸田 吉川 佐々木

長野県教職員組合 YKK ＳＹＣ 富山市役所 ＳＹＣ ＹＫＫ
D1 山岡 ⑨－７ 森　京子 小川 ⑧－１ 毛利 長岡 ８－⑨ 森

深草 屋木喜世子 沢本 佐々木 沢本 （２） 島田
S 土橋 ⑧－１ 高島 戸田 ⑧－３ 堀田 戸田 ⑧－２ 高島

D2 谷川 ⑧－１ 塚田 長岡 ３－⑧ 河西 上水 ⑧－５ 塚田
池上 小山 上水 佐伯 小川 小山

富山市役所 ＹＫＫ
D1 毛利 ⑧－４ 森

佐々木 小山
S 堀田 ３－⑧ 高島

D2 河西 ⑧－４ 山西
佐伯 島田


