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２０１６年１１月２６日（土） 

  テニス・長野リーグ（男子）  8；25 分 集合 上田市役所・長野県庁・新光電気・アース製薬 

     上田市役所  vs 新光電気    8：45   1・2・（3）コート 

     長野県庁   vs アース製薬   8：45   5・6・（7）コート 

     上田市役所  vs アース製薬   13：00  1～4 コート 

     長野県庁   vs 新光電気    13：00  5～8 コート 

 

  実業団テニスリーグ１部 1 組  8：25 分 集合 Yam・八十二銀行・JR 東日本(2 部 1 組 1 位）・ｼﾅﾉｹﾝｼ(2

部 2 組 1 位） 

     Yam     vs JR 東日本(2 部 1 組 1 位）  8：45   3・4 コート 

     八十二銀行  vs ｼﾅﾉｹﾝｼ(2 部 2 組 1 位）    8：45   7・8 コート 

     Yam     vs ｼﾅﾉｹﾝｼ(2 部 2 組 1 位）   10：30   3・4 コート 

     八十二銀行  vs JR 東日本(2 部 1 組 1 位）  10：30   7・8 コート 

                11；45 分 集合 長野日本無線・長野市役所・上田日本無線・新光電気 2 

     長野日本無線 vs 上田日本無線  12：00    1～4 コート 

     長野市役所  vs 新光電気 2   12：00    5～8 コート 

     長野日本無線 vs 新光電気 2   14：30    1～4 コート 

     長野市役所  vs 上田日本無線  14：30    5～8 コート 

  １７：００ サスペンデッド(１６:４５分からは新しいゲームに入れません) 

 

２０１６年１２月１７日（土） 

  テニス・長野リーグ（男子）  8；25 分 集合 高遠 TC・松本市役所・新光電気・アース製薬 

     高遠ＴＣ   vs 新光電気    8：45   1・2・（3）コート 

     松本市役所  vs アース製薬   8：45   5・6・（7）コート 

     高遠ＴＣ   vs アース製薬   13：00  1～4 コート 

     松本市役所  vs 新光電気    13：00  5～8 コート 

 

  実業団テニスリーグ１部 2 組  8：25 分  

集合 わあむほーる・岡谷市役所・山洋電気(1 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ)・駒ヶ根市役所(2 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ） 

     わあむほーる vs 山洋電気(1 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ)  8：45   3・4 コート 

     岡谷市役所  vs 駒ヶ根市役所(2 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ）  8：45   7・8 コート 

     わあむほーる vs 駒ヶ根市役所(2 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ）  10：30   3・4 コート 

     岡谷市役所  vs 山洋電気(1 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ)  10：30   7・8 コート 

                11；45 分 集合 長野県教職員組合・ＴＰＲ・エムケー精工・ＪＤＬ 

     長野県教職員組合 vs エムケー精工  12：00    1～4 コート 

     ＴＰＲ      vs ＪＤＬ     12：00    5～8 コート 

     長野県教職員組合 vs ＪＤＬ     14：30    1～4 コート 

     ＴＰＲ      vs エムケー精工  14：30    5～8 コート 

  １７：００ サスペンデッド(１６:４５分からは新しいゲームに入れません) 
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２０１６年１２月１８日（日） 

  テニス・長野リーグ（男子）  

 8；25 分 集合 長野県庁・セイコーエプソン諏訪・セイコーエプソン広丘・キッセイ薬品 

     長野県庁         vs セイコーエプソン広丘    8：45   1・2・（3）コート 

     セイコーエプソン諏訪   vs キッセイ薬品        8：45   5・6・（7）コート 

     長野県庁         vs キッセイ薬品        13：00  1～4 コート 

     セイコーエプソン諏訪   vs セイコーエプソン広丘    13：00  5～8 コート 

 

  実業団テニスリーグ１部 1 組  8：25 分 集合 Yam・八十二銀行・上田日本無線・新光電気 2 

     Yam     vs 上田日本無線  8：45   3・4 コート 

     八十二銀行  vs 新光電気 2   8：45   7・8 コート 

     Yam     vs 新光電気 2   10：30   3・4 コート 

     八十二銀行  vs 上田日本無線  10：30   7・8 コート 

      11；45 分 集合 長野日本無線・長野市役所・JR 東日本(2 部 1 組 1 位）・ｼﾅﾉｹﾝｼ(2 部 2 組 1 位） 

     長野日本無線 vs JR 東日本(2 部 1 組 1 位）  12：00    1～4 コート 

     長野市役所  vs ｼﾅﾉｹﾝｼ(2 部 2 組 1 位）  12：00    5～8 コート 

     長野日本無線 vs ｼﾅﾉｹﾝｼ(2 部 2 組 1 位）  14：30    1～4 コート 

     長野市役所  vs JR 東日本(2 部 1 組 1 位）  14：30    5～8 コート 

１７：００ サスペンデッド(１６:４５分からは新しいゲームに入れません) 

 

２０１７年２月５日 

  テニス・長野リーグ（男子）   

8；25 分 集合 セイコーエプソン広丘・キッセイ薬品・新光電気・アース製薬 

     セイコーエプソン広丘  vs 新光電気    8：45   1・2・（3）コート 

     キッセイ薬品      vs アース製薬   8：45   5・6・（7）コート 

     セイコーエプソン広丘  vs アース製薬   13：00  1～4 コート 

     キッセイ薬品      vs 新光電気    13：00  5～8 コート 

 

  実業団テニスリーグ１部 2 組  8：25 分 集合 わあむほーる・岡谷市役所・エムケー精工・ＪＤＬ 

     わあむほーる vs エムケー精工  8：45   3・4 コート 

     岡谷市役所  vs ＪＤＬ     8：45   7・8 コート 

     わあむほーる vs ＪＤＬ     10：30   3・4 コート 

     岡谷市役所  vs エムケー精工  10：30   7・8 コート 

      11；45 分 集合 長野県教職員組合・ＴＰＲ・山洋電気(1 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ)・駒ヶ根市役所(2 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ） 

     長野県教職員組合 vs 山洋電気(1 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ)    12：00    1～4 コート 

     ＴＰＲ      vs 駒ヶ根市役所(2 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ）  12：00    5～8 コート 

     長野県教職員組合 vs 駒ヶ根市役所(2 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ）  14：30    1～4 コート 

     ＴＰＲ      vs 山洋電気(1 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ)    14：30    5～8 コート 

  １７：００ サスペンデッド(１６:４５分からは新しいゲームに入れません) 
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２０１７年３月５日（日） 

  テニス・長野リーグ（男子）  8；25 分 集合 上田市役所・長野県庁・高遠 TC・松本市役所 

                 12：45 分 集合 セイコーエプソン諏訪 

     上田市役所  vs 高遠ＴＣ          8：45   1・2・（3）コート 

     長野県庁   vs 松本市役所         8：45   5・6・（7）コート 

     上田市役所  vs 松本市役所         13：00  1～4 コート 

     長野県庁   vs セイコーエプソン諏訪    13：00  5～8 コート 

 

  実業団テニスリーグ１部 1 組  8：25 分 集合 Yam・八十二銀行・長野日本無線・長野市役所 

     Yam     vs 長野日本無線  8：45   3・4 コート 

     八十二銀行  vs 長野市役所   8：45   7・8 コート 

     Yam     vs 長野市役所   10：30   3・4 コート 

     八十二銀行  vs 長野日本無線  10：30   7・8 コート 

      11；45 分 集合 上田日本無線・新光電気 2・JR 東日本(2 部 1 組 1 位）・ｼﾅﾉｹﾝｼ(2 部 2 組 1 位） 

     上田日本無線 vs JR 東日本(2 部 1 組 1 位）   12：00    1～4 コート 

     新光電気 2  vs ｼﾅﾉｹﾝｼ(2 部 2 組 1 位）   12：00    5～8 コート 

     上田日本無線 vs ｼﾅﾉｹﾝｼ(2 部 2 組 1 位）   14：30    1～4 コート 

     新光電気 2  vs JR 東日本(2 部 1 組 1 位）   14：30    5～8 コート 

  １７：００ サスペンデッド(１６:４５分からは新しいゲームに入れません) 

 

２０１７年３月１８日（土） 

  テニス・長野リーグ（男子）   

8；25 分 集合 高遠 TC・松本市役所・セイコーエプソン広丘・キッセイ薬品 

     高遠ＴＣ   vs セイコーエプソン広丘  8：45   1・2・（3）コート 

     松本市役所  vs キッセイ薬品      8：45   5・6・（7）コート 

     高遠ＴＣ   vs キッセイ薬品      13：00   1～4 コート 

     松本市役所  vs セイコーエプソン広丘  13：00   5～8 コート 

 

  実業団テニスリーグ１部 2 組  8：25 分 集合 わあむほーる・岡谷市役所・長野県教職員組合・ＴＰＲ 

     わあむほーる vs 長野県教職員組合  8：45   3・4 コート 

     岡谷市役所  vs ＴＰＲ       8：45   7・8 コート 

     わあむほーる vs ＴＰＲ       10：30   3・4 コート 

     岡谷市役所  vs 長野県教職員組合  10：30   7・8 コート 

        11；45 分 集合 エムケー精工・ＪＤＬ・山洋電気(1 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ)・駒ヶ根市役所(2 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ） 

     エムケー精工 vs 山洋電気(1 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ)  12：00    1～4 コート 

     ＪＤＬ    vs 駒ヶ根市役所(2 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ）  12：00    5～8 コート 

     エムケー精工 vs 駒ヶ根市役所(2 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ）  14：30    1～4 コート 

     ＪＤＬ    vs 山洋電気(1 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ)  14：30    5～8 コート 

  １７：００ サスペンデッド(１６:４５分からは新しいゲームに入れません) 
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２０１７年３月１９日（日）   

長野県実業団３部テニスリーグ（春）  8；25 分 集合 １組・２組全チーム     ～17；00 

 

２０１７年３月２５日（土） 

  テニス・長野リーグ（男子）   

8；25 分 集合 上田市役所・キッセイ薬品・セイコーエプソン諏訪・アース製薬 

11：00 分 集合 セイコーエプソン広丘・新光電気 

     上田市役所       vs キッセイ薬品     8：45  2・3・4 コート 

上田市役所       vs セイコーエプソン広丘 11；15  2・3・4 コート 

セイコーエプソン広丘  vs キッセイ薬品     13：30  2・3・4 コート 

     セイコーエプソン諏訪  vs アース製薬      8：45   6・7・8 コート 

     新光電気        vs アース製薬      11：15   6・7・8 コート 

     セイコーエプソン諏訪  vs 新光電気       13：30   6・7・8 コート 

  テニス・長野リーグ（女子）  8：25 分 集合 全チーム 

     キッセイ薬品        vs ＳＹＣ         8；45 1 コート 

     長野県教職員組合      vs ＴＥＡＭ ＺＵＣＣＡ  8；45 5 コート 

     キッセイ薬品        vs ＴＥＡＭ ＺＵＣＣＡ  12：00 1 コート 

     長野県教職員組合      vs ＳＹＣ         12：00 5 コート 

  １７：００ サスペンデッド(１６:４５分からは新しいゲームに入れません) 

 

２０１７年３月２６日（日） 

  テニス・長野リーグ（女子）  8：25 分 集合 全チーム 

     キッセイ薬品        vs 長野県教職員組合    8；45 1 コート 

     ＳＹＣ           vs ＴＥＡＭ ＺＵＣＣＡ  8；45 5 コート 

実業団１部リーグ最終戦及び順位決定戦（詳細試合日程は 3 月 20 日までに発表・3 月 20 日発表） 

  実業団テニスリーグ１部 1 組  8：25 分 集合 Yam・八十二銀行・長野日本無線・長野市役所 

     Yam       vs 八十二銀行   8；45 

     長野日本無線   vs 長野市役所   8；45 

     上田日本無線   vs 新光電気 2   13：00（集合） 

     JR 東日本 13：00（集合） vs ｼﾅﾉｹﾝｼ 12：45（集合）サスペンデッドを先に行います 

  実業団テニスリーグ１部 2 組  8：25 分 集合  

     わあむほーる   vs 岡谷市役所   8；45 

     長野県教職員組合 vs ＴＰＲ     8；45 

     エムケー精工   vs ＪＤＬ     8；45 

     山洋電気(1 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ)  vs 駒ヶ根市役所(2 部ﾌﾟﾚｰｵﾌ） 13：00（集合） 

  1 部リーグ順位決定戦 

   1 部 1 組 1 位   vs  1 部 2 組 2 位 

   1 部 2 組 1 位   vs  1 部 1 組 2 位 

  1・2 位決定戦 

  3・4 位決定戦 
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２０１７年４月１５日（土） 

  テニス・長野リーグ（男子）  

 8；25 分 集合 上田市役所・セイコーエプソン諏訪・高遠ＴＣ・松本市役所 

 11：00 分 集合 長野県庁 

     上田市役所       vs セイコーエプソン諏訪  8：45   1・2 コート 

上田市役所       vs 長野県庁        11：15 

高遠ＴＣ        vs 松本市役所       8：45   3・4 コート 

セイコーエプソン諏訪  vs 高遠ＴＣ        11：15 

 

長野県実業団テニスリーグ３部予選（春）  8；25 分 集合 全チーム     ～17；00 

 

２０１７年４月１６日（日） 

長野県実業団 2 部テニスリーグ（春）  8；25 分 集合 １組・２組全チーム     ～17；00 

 

２０１７年４月２２日（土）  

  テニス・長野リーグ（男子） 

     長野県庁         vs 高遠ＴＣ      8：45  1～4 コート 

     セイコーエプソン諏訪   vs 松本市役所     8：45  5～8 コート 

  テニス長野リーグと１部リーグ入れ替え戦 

     テニス・長野リーグ７位  vs １部リーグ３位   8：45（変更あり） 

     テニス・長野リーグ 8 位  vs １部リーグ 4 位   8：45（変更あり） 

     テニス・長野リーグ 9 位  vs １部リーグ 5 位   8：45（変更あり） 

      


