
【第 49 回全国実業団（Ｂ級）対抗テニス大会 

北信越大会】（ビジパルテニス大会） 

主  催 北信越テニス協会  

主  管 長野県テニス協会・長野県実業団テニス連盟 

日  程 6 月 19 日（土）・20 日（日） 小雨決行 

会  場 信州スカイパークテニスコート 

種  目 男子チーム対抗戦３ポイント（単１・複２） 

     女子チーム対抗戦３ポイント（単１・複２） 
試合方法 ①２ダブルス、1 シングルスの３ポイントとし同一選手のシングルスとダブルスの重複は出来ない。 

     ②ダブルスのオーダー順の制限は一切なし。 

③原則として８ゲームスプロセットマッチ（ノーアドではありません） 

④男子は各ブロック 3 チームによるリーグ戦の後各ブロック 1 位 

による決勝トーナメントを行います。（天候により変更あり） 

⑤女子は 5 チームによるリーグ戦（天候により変更あり） 

     ⑥試合前の練習は 3 分です 

     ⑦ケイレン等、体力消耗による試合中断は認めない。 

     ⑧審判はセルフジャッチとする。ﾛｰﾋﾟﾝｸﾞｱﾝﾊﾟｲｱは運営委員があたります。 

     ⑨ラウンドロビン（総あたりリーグ戦）方式による順位決定方法による 

（１）勝率が高い方を上位とする。 

（２）同勝率者が複数になった場合 

 同勝率者が２組の場合は、互いの対戦結果の勝者を上位とする。 

 同勝率者が３組以上の場合は、取得ゲーム率の高い方を上位とする。 

試合運営 19 日の日程  8：40～9：00  男子監督会議及び抽選 9：10 男子試合開始 

                9：10～9：30  女子監督会議 

       19 日 チーム練習 8：30～8：50 

 1 コート シチズンファインテックミヨタ  2 コート 北國銀行 

 3 コート 福井村田製作所         4 コート 新光電気 

 5 コート セイコーエプソン諏訪      6 コート ニッコー 

 7 コート 信越化学            8 コート セイコーエプソン広丘 

         8：50～9：10 

 1 コート YONEX 新潟          2 コート 日本精機 

 3 コート 魚津市役所           4 コート ＹＫＫ（男子） 

 5 コート ＹＫＫ（女子）         6 コート キッセイ薬品 

 7 コート 長野県教職員組合        8 コート セーレン 

         9：10～9：30 

 7 コート 富山市役所 

       19 日 試合運営（試合進行・オーダー用紙・試合結果の書き込み・ボール管理） 

        男子  Ａブロック シチズンファインテックミヨタ 女子 キッセイ薬品・長野県教職員組合 

            Ｂブロック 新光電気                

            Ｃブロック セイコーエプソン諏訪 

            Ｄブロック セイコーエプソン広丘 

男子抽選 北信越テニス協会実業団委員会の申し合わせによる。昨年１位県の長野県を第一ｼｰﾄﾞ(Ａﾌﾞﾛｯｸ) 

昨年２位の富山県を第二ｼｰﾄﾞ(Ｄﾌﾞﾛｯｸ)に 長野県第一ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸ 富山県第一ＹＫＫ 

開催県代表をすでにＡ～Ｄに配置(第一をＡ・第二をＢ・第三を C・第四をＤ)・各県第一を抽選 

最後に各県第二代表を抽選(同一県が同ﾌﾞﾛｯｸに入らないように) 



19 日オーダーオブプレー 

 1 2 3 4 5 6 7(S9:30) 8 

1R9:10- A1-3D1 A1-3S B1-3S B1-3D1 C1-3D1 C1-3S D1-3S D1-3D1 

2R A1-3D2 E1-3D1 E1-3S B1-3D2 C1-3D2 E2-4D1 E2-4S D1-3D2 

3R A2-3D1 E1-3D2 B2-3S B2-3D1 C2-3D1 E2-4D2 D2-3S D2-3D1 

4R A2-3S E3-5D1 E3-5S B2-3D2 C2-3S E1-4D1 E1-4S D2-3D2 

5R A2-3D2 E3-5D2  B1-2D1 C2-3D2 E1-4D2 D1-2S D1-2D1 

6R A1-2D1 E2-5D1 E2-5S B1-2S C1-2D1 C1-2S  D1-2D2 

7R A1-2S A1-2D2 E2-5D2 B1-2D2 C1-2D2    

8R         

9R         

Ａブロック 

 A1 A2 A3 勝敗 順位 

①A1 ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸﾐﾖﾀ ＊＊＊ ○3-0 ○3-0 2-0 1 

A2 信越化学(福井第一) ●0-3 ＊＊＊ ●1-2 0-2 2 

A3 ニッコー(石川第二) ●0-3 ○2-1 ＊＊＊ 1-1 3 

B ブロック 

 B1 B2 B3 勝敗 順位 

B1 新光電気 ＊＊＊ ○3-0 ●1-2 1-1（4-2） 1 

B2 北國銀銀行(石川第一) ●0-3 ＊＊＊ ○2-1 1-1（2-4） 2 

B3 福井村田製作所(福井) ○2-1 ●1-2 ＊＊＊ 1-1（3-3） 3 

C ブロック 

 C1 C2 C3 勝敗 順位 

C1 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ諏訪 ＊＊＊ ○3-0 ○3-0 2-0 1 

C2YONEX 新潟(新潟①) ●0-3 ＊＊＊ ●1-2 0-2 3 

C3 魚津市役所(富山第二) ●0-3 ○2-1 ＊＊＊ 1-1 2 

D ブロック 

 D1 D2 D3 勝敗 順位 

D1 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ広丘 ＊＊＊ ●0-3 ●1-2 0-2 3 

②D2ＹＫＫ(富山第一) ○3-0 ＊＊＊ ●1-2 1-1 2 

D3 日本精機(新潟第二) ○2-1 ○2-1 ＊＊＊ 2-0 1 

男子決勝トーナメント（６月２０日） 

 

 

 

 

 

 

E ブロック（女子決勝リーグ） 

 E1 E2 E3 E4 E5 勝敗 順位 

E１キッセイ薬品 ＊＊＊ ⑨○3-0 ①○3-0 ④○3-0 ⑥○3-0 4-0 1 

E2 長野県教職員組合 ⑨●0-3 ＊＊＊ ⑦○3-0 ②○3-0 ⑤○2-1 3-1 2 

E3 セーレン ①●0-3 ⑦●0-3 ＊＊＊ ⑩●1-2 ③●0-3 0-4 5 

E4ＹＫＫ ④●0-3 ②●0-3 ⑩○2-1 ＊＊＊ ⑧●1-2 1-3 4 

E5 富山市役所 ⑥●0-3 ⑤●1-2 ③○3-0 ⑧○2-1 ＊＊＊ 2-2 3 

６月 19 日 ①～⑤  20 日⑥～⑩ 

 

              

トーナメントディレクター  澤田繁（携帯 090-3585-1249） 

レフリー          戸田英利（携帯 080-5143-4925） 

運営委員          長野県実業団テニス連盟所属チーム員 

 

第一代表決定戦                     第二代表決定戦 
ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸﾐﾖﾀ(A)     2-1           ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯｸﾐﾖﾀ 
新光電気(B)                         2-1(日本精機)                                         2-1(新光電気 
ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ諏訪(C)      2-1          新光電気                        2-1 
日本精機(D)                    セイコーエプソン諏訪 



第 49 回全国実業団対抗テニス大会（Ｂ大会）北信越予選大会要項 

ビジネスパル・テニス 2010 

主  催 北信越テニス協会 

主  管 長野県テニス協会・長野県実業団テニス連盟 

日  程 ２０10 年６月１９日（土）・６月２０日（日） 

会  場 松本市信州スカイパークテニスコート（砂入り人口芝） 

集  合 信州スカイパークテニスコート大会管理棟 6 月 19 日 8 時 20 分 

種  目 男子チーム対抗戦・女子チーム対抗戦 

参加資格 ①新潟県・富山県・石川県・福井県の各県予選上位２チーム（不参加の場合開催県から補充する） 

②長野県（開催県）の県予選上位４チーム 

チーム構成①部長・監督・マネージャー各１名。選手５名以上９名以内。 

②部長・監督・マネージャは選手を兼任出来る。 

③参加選手は、アマチュアで社員であること。 

④【男子】過去７年間に全日本に出場した者、 

過去５年間全日本学生Ｓ-ベスト３２．Ｄ-ベスト１６以上に進出した者は除く。 

【女子】過去５年間に全日本に出場した者、 

過去５年間全日本学生Ｓ-ベスト３２．Ｄ-ベスト１６以上に進出した者は除く。 

⑤第 24 回テニス・日本リーグに登録した選手は出場できない。 

⑥チームは、北信越地域のメンバーで構成し、同一実業団といえども、その所属地域以外のメンバーを 

補充してはならない。但し、他地域に勤務等の場合で、出場地域で登録した選手であれば認める。 

（２重登録の防止） 

     ⑦申し込み後のメンバー変更又は追加は、試合開始前まで 1 名に限り認める。 

試合方法 ①２ダブルス、1 シングルスの３ポイントとし同一選手のシングルスとダブルスの重複は出来ない。 

     ②ダブルスのオーダー順の制限は一切なし。 

③原則として８ゲームスプロセットマッチの各ブロック 3 チームによるリーグ戦の後各ブロック 1 位 

による決勝トーナメントを行います。（参加チーム数により変更あり） 

全国大会出場  優勝チームと準優勝チームの 2 チーム 

使用球  ダンロップフォート（公認球） 

参加料  1 チーム \20500（大会当日支払いのこと）（￥500 はＪＴＡワンコイン制度） 

申込方法・締め切り  

下記に登録用紙（自作・内容としてチーム名・連絡先・監督・コーチ・選手名と生年月日）を送付して 

ください。申し込み締め切りは ６月 13 日          

申し込み先・問い合わせ先  登録用紙送付先：ＦＡＸ  0263-98-4821 長野県実業団テニス連盟事務局 

メール sawada@go.tvm.ne.jp  ＴＥＬ  0263-98-3279 

住所  〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村 7598-68  澤田繁 

トーナメントディレクター  澤田繁（上記電話+携帯 090-3585-1249） 

レフリー          戸田英利（携帯 080-5143-4925） 

宿泊   各チーム手配してください。 http://www.naganotennis.jp/~jitugyo/bsinetu/sinetu.htm 
          にて紹介しております。 

その他  ①選手試合中の服装：自チームの企業名またはロゴマークは制限しない。 

②社旗をかならず持参（試合中のコートのバックネットに掲揚する）してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



男子チーム名簿（当日試合開始前までに変更可） 

 福井 1 福井 2 石川 1 石川 2 富山 1 富山 2 

チーム名 
信越化学工業

㈱TC 
福井村田製作所 北國銀行 ニッコーTC ＹＫＫ 魚津市役所 

連絡ﾒｰﾙ先 宮崎 久 澤田隆司 滝  優一郎 野崎淳 松下 圭介 清水 雅大 

部長 服部 好成 西藤元博 伊田 知弘 滝本幹夫 長能 徹夫 吉川 高広 

監督 須ヶ原  泰人 田中快一 須田 正人 野崎淳 浦山 慎治 吉川 高広 

ﾏﾈｼﾞｬｰ  小木貴之 林  尚史 高野博之 谷本 徹  

選手 NO1 山崎 雄一 阿部智呂 山元 純 中村吉延 浦山 慎治 石川 竜也 

選手 NO2 谷本 恭範 稲山大樹 小坂 晃治 上田達也 松下 圭介 五十嵐 孝 

選手 NO3 宮崎 久 甲 匡勝 小林 直樹 茨木和博 小島 明史 井村 大樹 

選手 NO4 鈴木  博之 田中快一 滝  優一郎 吉田崇 滝川 恵介 清水 雅大 

選手 NO5 須ヶ原  泰人 小木貴之 北  泉 野崎淳 志村 貴史 堀 昭禎 

選手 NO6 角野  和義 澤田隆司 山岸 達尚 北村大祐 若井 淳 吉川 高広 

選手 NO7 中山 順一 佐々木正則 坂池 良訓 浅井洋人 山海 武寿  

選手 NO8 竹内 敬 末藤貴俊 新城 俊 田宮清次 大場 裕一  

選手 NO9  西藤元博 高橋 裕和 今川雄太   

 

 新潟 1 新潟 2 長野 1 長野 2 長野 3 長野 4 

チーム名 YONEX 新潟 
NIPPON  SEIKI  

TC 

ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃｯ

ｸﾐﾖﾀ 
新光電気 

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 

諏訪 

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 

広丘 

連絡ﾒｰﾙ先 末竹 純也 植田 信彦 遠藤武次 小林 大樹  上條清和 米澤 隆雄 

部長 末竹 純也 青柳 正樹  風間 拓也   

監督 勝田 孝雄 安原 孝規 遠藤武次 大桃 一宏 上條清和 米澤 隆雄 

ﾏﾈｼﾞｬｰ 近藤 友樹 久保 徹     

選手 NO1 小川 直人 早津 秀夫 袖山勝巳 大桃 一宏 今井博一 米澤 隆雄 

選手 NO2 沖 功 青柳 正樹 山浦卓也 風間 拓也 小林雅之 小口 智 

選手 NO3 星野 智康 池野 充 木内範明 風間 正隆 阪本英則 太田 孝裕 

選手 NO4 塙 亮一 外川 徹郎 遠藤武次 野村 智弘 岡崎眞也 小池 利明 

選手 NO5 田中 慎也 町永 創太 古川敬二 久保田 誠 鷲尾裕一 上田 旨一 

選手 NO6 藤井 秀崇 植田 信彦 長谷川結城 青木 利晃 上條清和 横手 伸祐 

選手 NO7 末竹 純也 長部 太紀 加藤優一 春日 孝広 村山竜一 原  平 

選手 NO8 近藤 友樹 久保 徹 田村英明 里見 翔平   

選手 NO9 山本 仁也 遠藤貴裕 里見一幸 小林 大樹   

 

 

 

 

 

 



 

女子チーム名簿（当日試合開始前までに変更可） 

 福井 1 富山 1 富山 2 長野 1 長野 2 

チーム名 セーレン TC YKK 富山市役所 キッセイ薬品 長野県教職員組合 

連絡ﾒｰﾙ先 山村 美奈子 松下 圭介 河西 麻里子 小澤玲子 池上美鈴 

部長 上山 公一 長能 徹夫 山本 章 足立寿喜夫  

監督 吉村 正男 屋木 喜世子 澤武 功純 小澤玲子 池上美鈴 

ﾏﾈｼﾞｬｰ  谷本 徹 河西 麻里子   

選手 NO1 石田 由香里 屋木 喜世子 毛利 美生 中野知葉 谷川卯月 

選手 NO2 山根 寿恵 大角 真澄 佐伯 ゆかり 奥原明恵 土橋亜希 

選手 NO3 松川 仁美 畠山 里美 伴  恵理子 高木智加 池上美鈴 

選手 NO4 山村 美奈子 森 京子 河西 麻里子 若林美緒 斉藤奈美 

選手 NO5 宮川 典子 谷本 佐衣 堀田 博子 松尾日加里 吉川佳子 

選手 NO6 水上 満衣子 北川 絵未 亀田 加奈 小澤玲子 下島美穂 

選手 NO7 大越 紗都実 廣澤 幸子   藤森美保 

選手 NO8  島田真紀   渡辺幸子 

選手 NO9   
トレナー 

早勢 桂太郎 
 

行田茜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



詳細結果 
男子第一代表決定戦<BR> 
ファイナル 日本精機 2-1 シチズンファインテックﾐﾖﾀ  
D1 池野・植田（日本） 8-5 長谷川・加藤 S 古川（CFTM） 8-4 早津  青柳・外川（日本） 8-5 山浦・遠藤 
1R シチズンファインテックミヨタ 2-1 新光電気 
D1 山浦・長谷川（CFTM） 8-3 小林・里見 S 野村（新光） 8-1 加藤 D2 遠藤・古川（CFTM） 8-4 久保田・青木 
1R 日本精機 2-1 セイコーエプソン諏訪 
D1 植田・池野（日本） 8-3 阪本・上條 S 早津（日本） 8-3 岡崎 D2 小林・今井（SE） 8-6 青柳・外川 
男子第二代表決定戦 
ファイナル 新光電気 2-1 シチズンファインテックミヨタ 
Ｄ１ 久保田・青木（新光） 8-4 山浦・長谷川  S 古川（CFTM） 8-1 里見 Ｄ２ 野村・小林（新光） 9-8（5） 遠藤・加藤 
1R  新光電気 2-1 セイコーエプソン諏訪 
D1 小林・上條（SE） 8-2 久保田・青木  S 里見（新光） 8-2 岡崎  D2 野村・小林（新光） 8-6 阪本・今井<SE> 
男子Ａﾌﾞﾛｯｸ 
ニッコー 2-1 信越化学 
D1 上田・吉田（ニッコー） 8-6 中山・角野 S 山崎（信越） 8-3 北村 D2 中村・茨城（ニッコー） 8-6 谷本・宮崎 
シチズンファインテックミヨタ 3-0 信越化学 
D1 山浦・遠藤 8-4 山崎・鈴木 S 古川 8-1 谷本 D2 長谷川・加藤 8-5 宮崎・竹内 
シチズンファインテックﾐﾖﾀ 3-0 ニッコー 
D1 山浦・遠藤 9-8（3） 上田・吉田 S 古川 8-1 北村  D2 長谷川・加藤 8-6 中村・茨城 
男子 B ﾌﾞﾛｯｸ 
福井村田製作所 2-1 新光電気 
D1 阿部・稲山（村田） 8-4 久保田・青木 S 小林（新光） 8-4 小木  D2 末藤・田中（村田） 8-5 野村・春日 
北國銀行 2-1 福井村田製作所 
D1 末藤・稲山（村田） 9-8（3） 小坂・高橋 S 山元（北國） 8-2 阿部 D2 滝・小林（北國） 8-1 小木・田中 
新光電気 3-0 北國銀行 
D1 久保田・青木 8-3 滝・小林 S 野村 8-4 山元  D1 小林・春日 8-4 新城・高椿 
男子 C ﾌﾞﾛｯｸ 
セイコーエプソン諏訪 3-0 魚津市役所 
D1 小林・阪本 8-2 井村・石川 S 岡崎 8-6 清水 D2 今井・上條 8-0 吉川・五十嵐 
魚津市役所 2-1 YONEX 新潟 
D1 井村・石川（魚津） 8-4 小川・沖 S 清水（魚津） 8-2 田中 D2 末竹・塙（新潟） 8-4 堀・吉川 
セイコーエプソン諏訪 2-1 ＹＯＮＥＸ新潟 
D1 小林・阪本(SE） 8-1 小川・沖 S 岡崎(SE） 8-6 田中 D2 末竹・塙（新潟） 8-6 上條・村山 
男子 D ﾌﾞﾛｯｸ 
日本精機 2-1 セイコーエプソン広丘 
D1 上田・米澤（広丘） 8-6 池野・植田 S 早津（日本） 8-2 横手 青柳・外川（日本） 8-1 太田・原 
日本精機 2-1 ＹＫＫ 
D1 青柳・早津（日本） 8-4 滝川・松下 S 小島（ＹＫＫ） 8-5 町永 D2 池野・外川（日本） 8-3 若井・浦山 
ＹＫＫ 3-0 セイコーエプソン広丘 
D1 小島・松下 8-6 上田・原 S 滝川 8-5 横手 D2 若井・浦山 8-3 米澤・小池 
 
女子リーグ戦 
キッセイ薬品 3-0 長野県教職員組合 
D1 中野・若林 8-4 行田・池上 S 松尾 8-4 土橋 D2 高木・奥原 8-5 谷川・吉川 
キッセイ薬品 3-0 富山市役所 
Ｄ１ 中野・若林 8-2 佐伯・河西 S 奥原 8-0 堀田 D2 松尾・小澤 9-7 毛利・伴 
キッセイ薬品 3-0 ＹＫＫ<BR>D1 松尾・小澤 8-1 大角・谷本 S 奥原 8-0 畠山 D2 中野・若林 8-6 森・島田 
キッセイ薬品 3-0 セーレン 
D1 中野・若林 8-3 宮川・山村 S 奥原 8-1 石田 D2 高木・松尾 8-1 山根・松川 
長野県教職員組合 2-1 富山市役所 
D1 佐伯・堀田（富山） 8-6 渡辺・池上 S 土橋（長野） 8-2 毛利 D2 谷川・吉川（長野） 8-0 河西・伴 
長野県教職員組合 3-0 ＹＫｋ 
D1 渡辺・池上 8-1 谷本・北川 S 土橋 8-2 森 D2 谷川・吉川 8-1 屋木・大角 
長野県教職員組合 3-0 セーレン<BR>D1 行田・池上 8-2 宮川・山村 S 土橋 8-2 石田 D2 谷川・吉川 8-2 山根・松川 
富山市役所 2-1 ＹＫＫ 
D1 堀田・伴（富山） 8-6 屋木・大角 S 森(YKK） 8-0 亀田 D2 河西・佐伯（富山） 8-0 谷本・島田 
富山市役所 3-0 セーレン 
D1 毛利・伴 8-2 宮川・石田 S 堀田 8-5 山村  D2 佐伯・河西 8-1 山根・松川 
ＹＫＫ 2-1 セーレン 
D1 屋木・大角(YKK） 8-4 宮川・山村 S 森(YKK） 5-2 石田 D2 山根・松川（セーレン） 8-3 谷本・北川 


