
2022 年第３２回テニス・長野リーグ/長野県実業団テニスリーグ試合日程 1/3 

(2021/11～2022/2） 

 

※12/19 までに参加費の支払をお願いします。（長野リーグ 61,500 円、１部リーグ 61,000 円） 

2021 年 11 月 27 日（土曜日） やまびこドーム 

テニス・長野リーグ（男子）  8:25 集合 

松本市役所   vs  上田市役所  8:45 1,2,(3)コート 

 キッセイ薬品   vs  長野県庁  8:45 5,6,(7)コート 

松本市役所   vs  長野県庁  13:00 1-4 コート 

 キッセイ薬品   vs  上田市役所  13:00 5-8 コート 

 

実業団テニス 1 部リーグ 1 組 8:25 集合 

 八十二銀行   vs  シチズンファインデバイス 8:45 3,4 コート 

 セイコーエプソン青柳  vs  新光電気   8:45 7,8 コート 

 八十二銀行    vs  新光電気   10:30 3,4 コート 

 セイコーエプソン青柳  vs  シチズンファインデバイス 10:30 7,8 コート 

 

実業団テニス 1 部リーグ 1 組 11:45 集合 

  長野日本無線  ｖｓ  上田日本無線   12:00 1-4 コート 

  松本信用金庫  ｖｓ  ＪＤＬ松本   12:00 5-8 コート 

  長野日本無線  ｖｓ  ＪＤＬ松本   14:30 1-4 コート 

  松本信用金庫  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 からは新しいゲームに入れません） 

 

2021 年 11 月 28 日（日曜日） やまびこドーム 

テニス・長野リーグ（男子）  8:25 集合 

セイコーエプソン諏訪 vs  長野市役所   8:45 1,2,(3)コート 

 岡谷市役所    vs  セイコーエプソン広丘  8:45 5,6,(7)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 1-4 コート 

 岡谷市役所    vs  長野市役所   13:00 5-8 コート 

 

実業団テニス 1 部リーグ ２組 8:25 集合 

 わーむほーる  vs  デンソーエアクール  8:45 3,4 コート 

 富士電機  vs  セイコーエプソン豊科  8:45 7,8 コート 

 わーむほーる  vs  セイコーエプソン豊科  10:30 3,4 コート 

 富士電機   vs  デンソーエアクール  10:30 7,8 コート 

 

実業団テニス 1 部リーグ ２組 11:45 集合 

 駒ヶ根市役所  vs  ＴＰＲ   12:00 1-4 コート 

 Ｙａｍ    vs  ＫＯＡ   12:00 5-8 コート 

 駒ヶ根市役所  vs  ＫＯＡ   14:30 1-4 コート 

 Ｙａｍ    vs  ＴＰＲ   14:30 5-8 コート 

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



2022 年第３２回テニス・長野リーグ/長野県実業団テニスリーグ試合日程 2/3 

(2021/11～2022/2） 

 

※12/19 までに参加費の支払をお願いします。（長野リーグ 61,500 円、１部リーグ 61,000 円） 

2021 年 12 月 18 日（土曜日） やまびこドーム 

テニス・長野リーグ（男子）  8:25 集合 

セイコーエプソン諏訪 vs  上田市役所  8:45 1,2,(3)コート 

 岡谷市役所    vs  長野県庁  8:45 5,6,(7)コート 

セイコーエプソン諏訪 vs  長野県庁  13:00 1-4 コート 

 岡谷市役所    vs  上田市役所  13:00 5-8 コート 

 

実業団テニス 1 部リーグ ２組 8:25 集合 

 わーむほーる  vs  ＴＰＲ   8:45 3,4 コート 

 富士電機   vs  ＫＯＡ   8:45 7,8 コート 

 わーむほーる  vs  ＫＯＡ   10:30 3,4 コート 

 富士電機   vs  ＴＰＲ   10:30 7,8 コート 

 

実業団テニス 1 部リーグ ２組 11:45 集合 

 駒ヶ根市役所  vs  デンソーエアクール  12:00 1-4 コート 

 Ｙａｍ    vs  セイコーエプソン豊科  12:00 5-8 コート 

 駒ヶ根市役所  vs  セイコーエプソン豊科  14:30 1-4 コート 

 Ｙａｍ    vs  デンソーエアクール  14:30 5-8 コート 

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

 

2021 年 12 月 19 日（日曜日） やまびこドーム 

テニス・長野リーグ（男子）  8:25 集合 

松本市役所  vs  長野市役所   8:45 1,2,(3)コート 

 キッセイ薬品   vs  セイコーエプソン広丘  8:45 5,6,(7)コート 

松本市役所  vs  セイコーエプソン広丘  13:00 1-4 コート 

 キッセイ薬品   vs  長野市役所   13:00 5-8 コート 

 

実業団テニス 1 部リーグ 1 組 8:25 集合 

 八十二銀行   vs  上田日本無線  8:45 3,4 コート 

 セイコーエプソン青柳  vs  ＪＤＬ松本  8:45 7,8 コート 

 八十二銀行    vs  ＪＤＬ松本  10:30 3,4 コート 

 セイコーエプソン青柳  vs  上田日本無線  10:30 7,8 コート 

 

実業団テニス 1 部リーグ 1 組 11:45 集合 

 長野日本無線 vs   シチズンファインデバイス 12:00 1-4 コート 

 松本信用金庫  vs   新光電気   12:00 5-8 コート 

 長野日本無線  vs   新光電気   14:30 1-4 コート 

 松本信用金庫  vs   シチズンファインデバイス 14:30 5-8 コート 

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



 

2022 年第３２回テニス・長野リーグ/長野県実業団テニスリーグ試合日程 3/3 

(2021/11～2022/2） 

 

2022 年 2 月 19 日（土曜日） やまびこドーム 

テニス・長野リーグ（男子）  8:25 集合 

松本市役所  vs   セイコーエプソン諏訪 8:45 1,2,(3)コート 

 キッセイ薬品   vs   岡谷市役所   8:45 5,6,(7)コート 

松本市役所  vs   岡谷市役所   13:00 1-4 コート 

 キッセイ薬品   vs   セイコーエプソン諏訪 13:00 5-8 コート 

 

実業団テニス 1 部リーグ 1 組 8:25 集合 

 上田日本無線 vs   シチズンファインデバイス 8:45 3,4 コート 

 ＪＤＬ松本   vs   新光電気   8:45 7,8 コート 

 上田日本無線  vs   新光電気   10:30 3,4 コート 

 ＪＤＬ松本   vs   シチズンファインデバイス 10:30 7,8 コート 

 

実業団テニス 1 部リーグ 1 組 11:45 集合 

 八十二銀行   vs   長野日本無線 12:00 1-4 コート 

 セイコーエプソン青柳  vs   松本信用金庫 12:00 5-8 コート 

 八十二銀行    vs   松本信用金庫 14:30 1-4 コート 

 セイコーエプソン青柳  vs   長野日本無線 14:30 5-8 コート 

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

 

2022 年 2 月 26 日（土曜日） やまびこドーム 

テニス・長野リーグ（男子）  8:25 集合 

長野市役所   vs   上田市役所  8:45 1,2,(3)コート 

 セイコーエプソン広丘  vs   長野県庁  8:45 5,6,(7)コート 

長野市役所   vs   長野県庁  13:00 1-4 コート 

 セイコーエプソン広丘  vs   上田市役所  13:00 5-8 コート 

 

実業団テニス 1 部リーグ ２組 8:25 集合 

 ＴＰＲ   vs   デンソーエアクール   8:45 3,4 コート 

 ＫＯＡ   vs   セイコーエプソン豊科  8:45 7,8 コート 

 ＴＰＲ    vs   セイコーエプソン豊科  10:30 3,4 コート 

 ＫＯＡ   vs   デンソーエアクール   10:30 7,8 コート 

 

実業団テニス 1 部リーグ ２組 11:45 集合 

 わーむほーる  vs   駒ヶ根市役所   12:00 1-4 コート 

 富士電機   vs   Ｙａｍ    12:00 5-8 コート 

 わーむほーる  vs   Ｙａｍ    14:30 1-4 コート 

 富士電機   vs   駒ヶ根市役所   14:30 5-8 コート 

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


