
丹南地区ジュニアクラブ団体戦　エントリー選手名簿

参加チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７ 選手８

1 福井高専テニス部 島田　　茂 恵美　直樹 印牧　健太 齋藤　朔 宮本　貴也 前田　理貴 三田村健司

2 武工A 岸本　秀義 平井　一俊 山口　大輔 新田　健吾 山崎　翔太 清水　拓紀

3 武工B 岸本　秀義 相馬　拓弥 土谷　悠介 山田　翔平 清水　正太 馬場　義朗 北野　貴之 青柳

4 武工C 岸本　秀義 赤沢　悠太 渡辺　祐貴 小原　啓輔 上坂　隼人 川上　拓哉 馬野　陽介 市村　　友

5 武生商業高校A 河井　健志 河井　健志 前田　浩司 木原　翔太 永田　　淳 山田健太朗 廷々　真樹

6 武生商業高校B 武田　拓也 武田　拓也 堀江　悠平 加藤　翔吾 清水　雄太 田中　翔太 谷本　恵介

7 丹南高校 谷川　拓也 笠原　友哉 上坂　優介 佐々木卓也 京谷　健太 佐々尾龍馬 牧野　　敏 片岡　辰仁 麻河　圭汰

8 鯖江ジュニアTC 牧田　和久 牧田　和久 川崎　翔平 齋藤　　洸 三上新太郎 清水　裕也 前田　勝太

9 武生ジュニアTC 小森　克己 上木　大輔 大久保翔平 上木　啓輔 山田　涼斗 綿谷　一駿 根谷　晃輔

10 武生ジュニアTC女子 木村　世奈 木村明日香 桑野　水里 白崎　瑠奈 土山真理夏



丹南地区ジュニアクラブ団体戦　ラウンドロビン

予選A

勝敗 順位

赤沢　悠太 0-6 恵美　直樹 渡辺　祐貴 1-6 河井　健志 市村　　友 2-6 木村明日香

渡辺　祐貴・市村　　友 0-6 印牧　健太・齋藤　朔 赤沢　悠太・小原　啓輔 3-6 山田健太朗・廷々　真樹 小原　啓輔・上坂　隼人 1-6 木村　世奈・桑野　水里

小原　啓輔・馬野　陽介 0-6 前田　理貴・三田村健司 上坂　隼人・市村　　友 0-6 前田　浩司・木原　翔太 赤沢　悠太・馬野　陽介 7-6（3） 白崎　瑠奈・土山真理夏

恵美　直樹 6-0 赤沢　悠太 恵美　直樹 6-0 河井　健志 齋藤　朔 6-0 木村　世奈

印牧　健太・齋藤　朔 6-0 渡辺　祐貴・市村　　友 印牧　健太・齋藤　朔 6-0 山田健太朗・廷々　真樹 恵美　直樹・印牧　健太 6-0 白崎　瑠奈・土山真理夏

前田　理貴・三田村健司 6-0 小原　啓輔・馬野　陽介 宮本　貴也・三田村健司 6-1 前田　浩司・木原　翔太 宮本　貴也・前田　理貴 6-0 木村明日香・桑野　水里

河井　健志 6-1 渡辺　祐貴 河井　健志 0-6 恵美　直樹 木原　翔太 6-0 桑野　水里

山田健太朗・廷々　真樹 6-3 赤沢　悠太・小原　啓輔 山田健太朗・廷々　真樹 0-6 印牧　健太・齋藤　朔 河井　健志・前田　浩司 6-1 白崎　瑠奈・土山真理夏

前田　浩司・木原　翔太 6-0 上坂　隼人・市村　　友 前田　浩司・木原　翔太 1-6 宮本　貴也・三田村健司 永田　　淳・山田健太朗 4-6 木村　世奈・木村明日香

木村明日香 6-2 市村　　友 木村　世奈 0-6 齋藤　朔 桑野　水里 0-6 木原　翔太

木村　世奈・桑野　水里 6-1 小原　啓輔・上坂　隼人 白崎　瑠奈・土山真理夏 0-6 恵美　直樹・印牧　健太 白崎　瑠奈・土山真理夏 1-6 河井　健志・前田　浩司

白崎　瑠奈・土山真理夏 6（3）-7 赤沢　悠太・馬野　陽介 木村明日香・桑野　水里 0-6 宮本　貴也・前田　理貴 木村　世奈・木村明日香 6-4 永田　　淳・山田健太朗

予選Ｂ

勝敗

上坂　優介 7-6（5） 武田　拓也 京谷　健太 7-6（6） 相馬　拓弥

片岡　辰仁・麻河　圭汰 1-6 堀江　悠平・加藤　翔吾 佐々尾龍馬・牧野　　敏 6-3 山田　翔平・馬場　義朗

笠原　友哉・佐々木卓也 6-1 谷本　恵介・田中　翔太 笠原　友哉・上坂　優介 6-1 土谷　悠介・北野　貴之

武田　拓也 6（５）-7 上坂　優介 武田　拓也 6-0 馬場　義朗

堀江　悠平・加藤　翔吾 6-1 片岡　辰仁・麻河　圭汰 堀江　悠平・加藤　翔吾 6-0 清水　正太・青柳

谷本　恵介・田中　翔太 1-6 笠原　友哉・佐々木卓也 清水　雄太・田中　翔太 3-6 相馬　拓弥・北野　貴之

相馬　拓弥 6（6）-7 京谷　健太 馬場　義朗 0-6 武田　拓也

山田　翔平・馬場　義朗 3-6 佐々尾龍馬・牧野　　敏 清水　正太・青柳 0-6 堀江　悠平・加藤　翔吾

土谷　悠介・北野　貴之 1-6 笠原　友哉・上坂　優介 相馬　拓弥・北野　貴之 6-3 清水　雄太・田中　翔太

予選Ｃ

勝敗

清水　拓紀 2-6 大久保翔平 平井　一俊 0-6 川崎　翔平

新田　健吾・山崎　翔太 2-6 小森　克己・上木　大輔 山口　大輔・清水　拓紀 6-4 齋藤　　洸・三上新太郎

平井　一俊・山口　大輔 6-1 山田　涼斗・根谷　晃輔 新田　健吾・山崎　翔太 5-7 清水　裕也・前田　勝太

大久保翔平 6-2 清水　拓紀 上木　啓輔 0-6 牧田　和久

小森　克己・上木　大輔 6-2 新田　健吾・山崎　翔太 小森　克己・上木　大輔 1-6 川崎　翔平・清水　裕也

山田　涼斗・根谷　晃輔 1-6 平井　一俊・山口　大輔 大久保翔平・綿谷　一駿 5-7 齋藤　　洸・三上新太郎

川崎　翔平 6-0 平井　一俊 牧田　和久 6-0 上木　啓輔

齋藤　　洸・三上新太郎 4-6 山口　大輔・清水　拓紀 川崎　翔平・清水　裕也 6-1 小森　克己・上木　大輔

清水　裕也・前田　勝太 5-7 新田　健吾・山崎　翔太 齋藤　　洸・三上新太郎 7-5 大久保翔平・綿谷　一駿
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決勝トーナメント

福井高専テニス部 3-0 武工A

印牧　健太 6-0 清水　拓紀

恵美　直樹・齋藤　朔 6-2 平井　一俊・山口　大輔

前田　理貴・三田村健司 6-1 新田　健吾・山崎　翔太

武生ジュニアTC女子 1-2 武工A

木村　世奈 6-2 清水　拓紀

木村明日香・桑野　水里 2-6 平井　一俊・山口　大輔

白崎　瑠奈・土山真理夏 0-6 新田　健吾・山崎　翔太 福井高専テニス部 2-0 鯖江ジュニアTC

恵美　直樹 6-3 川崎　翔平

印牧　健太・齋藤　朔 6-3 牧田　和久・齋藤　　洸

前田　理貴・三田村健司 3-4切 三上新太郎・清水　裕也

鯖江ジュニアTC 3-0 武生商業高校B

前田　勝太 6-0 堀江　悠平

川崎　翔平・三上新太郎 6-1 武田　拓也・加藤　翔吾

牧田　和久・齋藤　　洸 6-0 清水　雄太・谷本　恵介

福井高専テニス部 3-0 武生商業高校A

恵美　直樹 6-1 木原　翔太

印牧　健太・齋藤　朔 6-1 山田健太朗・永田　　淳

前田　理貴・三田村健司 6-1 河井　健志・前田　浩司

武生ジュニアTC 1-2 武生商業高校A

小森　克己 3-6 木原　翔太

川崎　翔平・三上新太郎 1-6 河井　健志・前田　浩司

牧田　和久・齋藤　　洸 6-0 山田健太朗・廷々　真樹

武生商業高校A 2-0 丹南高校

木原　翔太 6-2 上坂　優介

永田　　淳・廷々　真樹 3-5切 笠原　友哉・佐々木卓也

武工C 1-2 武工B 河井　健志・前田　浩司 6-1 佐々尾龍馬・牧野　　敏

渡辺　祐貴 6-1 山田　翔平

上坂　隼人・馬野　陽介 3-6 土谷　悠介・清水　正太

赤沢　悠太・市村　　友 6（1）-7 相馬　拓弥・馬場　義朗

武工B 1-2 丹南高校

相馬　拓弥 6-2 京谷　健太

土谷　悠介・山田　翔平 5-7 佐々木卓也・佐々尾龍馬

青柳・清水　正太 3-6 笠原　友哉・上坂　優介

３位決定戦

鯖江ジュニアTC 2-1 丹南高校

牧田　和久 6-0 佐々尾龍馬

川崎　翔平・前田　勝太 1-6 笠原　友哉・上坂　優介

齋藤　　洸・三上新太郎 6-3 佐々木卓也・京谷　健太

1, Ａ　１位 福井高専テニス部

3, Ｃ　３位 武工A

2,

4, Ｃ　１位 鯖江ジュニアTC

5, Ｂ　２位 武生商業高校B

6, Ｃ　２位 武生ジュニアTC

7, Ａ　２位 武生商業高校A

10, Ｂ　１位 丹南高校

8, Ａ　４位 武工C

9, Ｂ　３位 武工B

鯖江ジュニアTC

丹南高校

武生ジュニアTC女子Ａ　３位

優勝 福井高専テニス部

次勝 武生商業高校A

３位 鯖江ジュニアTC

４位 丹南高校


