
１．主    催 越　前  市  テ  ニ  ス  協  会

２．共    催 越前市体育協会

３．後    援 福井新聞社

４．期 　 日

　　会　　場 会場：越前市中央公園テニスコート越前市高瀬２丁目７−８１　 砂入り人工芝

　　種　　目

２０１８年１０月１３日　(土) 男女シングルス
主管：福井村田TC
レフェリー：高島賢太郎
Aレフェリー：内藤剛史

　　　　　１０月１４日　(日) 男女ダブルス
主管：ＡＷーＩ　TC（ミックスダブルス）
レフェリー：高島賢太郎
Aレフェリー：宮川 正和

　　　　　　１１月３日（土）　残り試合
　　　　　　１１月４日（日）　残り試合
・テニスウェア着用のこと。ﾚﾌｪﾘｰの許可がない限り、長ｽﾞﾎﾞﾝ、長袖ｼｬﾂは認めない。
・審判は、全てセルフジャッジとする。

５．そ の 他
■受付および試合進行について
※8時30分　試合開始、以降オーダー・オブ・プレーにより試合を進行する。
※棄権等により試合進行が早くなることがあるので、各プレーヤーは余裕をもって集合すること。
※各日オーダー・オブ・プレーは変更することもあるので、随時確認すること。
※残りの試合日程については本部の指示に従うこと。
※１ゲーム目の休憩はとらずにチェンジコートすること。
※試合中のスコアは左側が番号が若い方とする。

■オーダー・オブ・プレーについて
・オーダー・オブ・プレーは、各試合のコートと試合順を指定する。各コートの試合が終了する
　と自動的に次の試合のコールがなされ、各プレーヤーは速やかにコートに集合し、試合を開始
　しなければならない。
・進行状況、天候等によりＯＰに変更が有る場合があります。
・各プレーヤーは自分の試合が始まるまでに本部にて試合球とスコア用紙を受け取り、自分の試
　合コート近く（観覧席等）にて待機していること。
・各対戦にてドロー№の若い方のプレーヤーが試合球とスコア用紙を本部まで取りにくること。
・勝者は試合終了後、試合結果を記入し試合球を添えて本部まで提出すること。

■その他

※会場内は全面禁煙となっています。

第４８回 越前市テニス選手権大会

※大会にて発生したゴミは、必ず持って帰ること。
　（空き缶、ペットボトル、弁当等が特に多いです。）
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中央公園テニスコート

受付時間

練習時間 8：00～8：25

W　AB W　AB MA　１R MA　１R MA　１R MB　１R MB　１R MB　１R
1-2 3-4 2-3 7-8 9-10 2-3 7-8 9-10

MC　A MC　B MA　１R MA　１R MA　１R MB　１R MB　１R MB　１R
1-2 1-2 13-14 15-16 19-20 13-14 15-16 18-19

W　AB W　AB
1-3 2-4 待ち順① 待ち順② 待ち順③ 待ち順4

MC　A MC　B MA　１R MB　１R MB　２R MA　２R
1-3 1-3 21-22 21-22 4-5 4-5

W　AB W　AB MA　２R MA　２R MA　２R MB　２R MB　２R MB　２R
1-4 2-3 1-3 6-8 9-11 1-3 6-8 9-11

MC　A MC　B MA　２R MA　２R MA　２R MB　２R MB　２R MB　２R
2-3 2-3 12-14 15-17 18-20 12-14 15-17 18-20

MC 決勝　１R MC 決勝　２R

1-2 3-4

MA　２R MB　２R
21-23 20-23

※  男子シングルスA級　・男子シングルスB級は８ゲームマッチ　

※  女子シングルスAB級・男子シングルスC級は　1 セットマッチ

※ ウォームアップはサービス４本のみ。

＊会場内は全面禁煙となっています。 

＊主管団体に迷惑をかけぬようご協力願います。 

＊ゴミは必ず持ち帰って下さい！

６～８番の早く空いたコートに入ります

試合開始　8：30２０１８年１０月１３日　(土)　男女シングルス

※但し、Not Beforeは設けません。前の試合終了
後、15分以内に試合に入らない場合は失格としま
す。

第48回 越前市テニス選手権大会

【残り試合】２０１８年１１月３日(土)
　　　　　　　　　　　　　 １１月４日(日)

以下、当日発表 （コートの変更有り）

各自の試合開始まで

１ｺｰﾄ ８ｺｰﾄ７ｺｰﾄ６ｺｰﾄ５ｺｰﾄ４ｺｰﾄ３ｺｰﾄ２ｺｰﾄ

３～８番の早く空いたコートに入ります

３～５番の早く空いたコートに入ります



第４８回 越前市テニス選手権大会 ２０１８年１０月１３日　(土)  越前市中央公園テニスコート

女子シングルスＡB級 試合開始時間 8:30

1 2 3 4

中田　小百合
（ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ）

高原　依里
（ガッツT・C）

安本　典子
（ブルーマンTC）

高木鈴奈
（武生ジュニアテニスクラ

ブ）

1
中田　小百合
（ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ）

2
高原　依里
（ガッツT・C）

3
安本　典子

（ブルーマンTC）

4 高木鈴奈
（武生ジュニアテニスクラブ）

・体育協会の指示により、今年度より開場時間は８時です。それ以前の観客席、及びコート内への立ち入りは禁止です。

女子シングルスＡB級



第４８回 越前市テニス選手権大会 ２０１８年１０月１３日　(土)  越前市中央公園テニスコート

男子シングルス　A級 試合開始時間 8:30 ８ゲームマッチ

・体育協会の指示により、今年度より開場時間は８時です。それ以前の観客席、及びコート内への立ち入りは禁止です。

浅井　一貴 (ＡＷ－Ｉ TC)

[2] 23 池田　良史 (ＳＵＮクラブ)

22

東 善宗 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ)

21 下村 成輝 (福井工業高等専門学校)

20

森脇 央介 (武生ジュニアテニスクラブ)

[5] 11 前田　典昭 (Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ)

10 松塚　竹彦 (ＳＵＮクラブ)

9 小竹原　明啓 (ブルーマンTC)

19 山内　幸紀 (TEAM プレジャー)

7 高島涼太郎 (武生ジュニアテニスクラブ) 18

8 笠原 友哉 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ)

松田　浩一 (ブルーマンTC)

[4] 6 田中　快一 (福井村田TC) [3] 17 五十嵐 隆史 (今立T.C)

5 内田　浩二 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 16

伊東　誠 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

4 内田 大智 (福井工業高等専門学校) 15 稲泉　聡 (福井村田TC)

3 山内　貴之 (ガッツT・C) 14

森脇 鉄平 (武生ジュニアテニスクラブ)

2 曽谷　勇揮 (TEAM プレジャー) 13 和田　睦司 (TEAM プレジャー)

[1] 1 児泉 豪 (ポリ・ＴＢ) [6] 12



第４８回 越前市テニス選手権大会 ２０１８年１０月１３日　(土)  越前市中央公園テニスコート

２０１８年１０月１４日　(日)  越前市中央公園テニスコート 試合開始時間 8:30 ８ゲームマッチ

男子シングルス　B級
・体育協会の指示により、今年度より開場時間は８時です。それ以前の観客席、及びコート内への立ち入りは禁止です。

本多桂 (ポリ・ＴＢ)

[2] 23 長谷川　貴彌 (ガッツT・C)

22

山本貴大 (ＪＴＣ)

21 中村　勝好 (福井村田TC)

20

小林　秀樹 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

11 山田　大貴 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

10 大越尚樹 (ポリ・ＴＢ)

9 赤松　雄一郎 (福井村田TC)

19 西田　健一郎 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

7 酒井　諭 (ＳＵＮクラブ) 18

8 小川　卓朗 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

岩永　知裕 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

[3] 6 清水優太郎 (ポリ・ＴＢ) [4] 17 伊藤　良樹 (ガッツT・C)

5 兵　清隆 (TEAM プレジャー) 16

木下理 (武生テニスクラブ)

4 長谷川　佳紀 (福井村田TC) 15 西野　誠一 (ブルーマンTC)

3 杉田　英雄 (ブルーマンTC) 14

山崎　悟 (ＳＵＮクラブ)

2 岸　佳孝 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) 13 野村 映之 (今立T.C)

[1] 1 市橋 徹也 (今立T.C) 12



第４８回 越前市テニス選手権大会 ２０１８年１０月１３日　(土)  越前市中央公園テニスコート

男子シングルス　C級 試合開始時間 8:30 １セットマッチ　ノーアド

1 2 3

北原　政憲
（TEAM プレジャー）

北島　和男
（ブルーマンTC）

渡辺　卓
（TEAM プレジャー）

1
北原　政憲

（TEAM プレジャー）

2
北島　和男

（ブルーマンTC）

3
渡辺　卓

（TEAM プレジャー）

1 2 3

松村　利貴
（TEAM プレジャー）

寺本　洋一
（Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ）

内藤　剛史
（TEAM プレジャー）

1
松村　利貴

（TEAM プレジャー）

2
寺本　洋一
（Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ）

3
内藤　剛史

（TEAM プレジャー）

決勝トーナメント 進行状況により変更する場合があります

A　1位

B　1位

・体育協会の指示により、今年度より開場時間は８時です。それ以前の観客席、及びコート内への立ち入りは禁止です。

男子シングルス　C級

Aリーグ

男子シングルス　C級

Bリーグ

A　1位

B　2位
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中央公園テニスコート

受付時間

練習時間 8：05～8：25

MC MC MB　１R MB　１R MB　１R MA　１R MA　１R MA　１R
2-5 3-4 2-3 12-13 17-18 2-3 4-5 6-7

WA　A WA　B WC MB　２R WB　１R MA　１R MA　１R MA　１R
1-2 1-2 1-2 4-5 2-3 8-9 10-11 12-13

MC MC MB　２R MB　２R MB　２R MB　２R MB　２R MB　２R
1-3 4-5 1-3 12-14 17-19 6-7 8-9 10-11

WA　A WA　B WC WB　２R WB　２R WB　２R WB　２R MB　２R
1-3 1-3 1-3 1-3 4-5 6-7 8-9 14-15

※ 女子ダブルスＢ級 ・男子ダブルスA級　・男子ダブルスB級は　８ゲームマッチ　

※  女子ダブルススA級・女子ダブルスC級・男子ダブルスC級は　1 セットマッチ

※ ウォームアップはサービス４本のみ。

＊会場内は全面禁煙となっています。 

＊主管団体に迷惑をかけぬようご協力願います。 

＊ゴミは必ず持ち帰って下さい！

第48回 越前市テニス選手権大会

各自の試合開始まで

【残り試合】２０１８年１１月３日(土)
　　　　　　　　　　　　　 １１月４日(日)

２０１８年１０月１４日　(日) 男女ダブルス 試合開始　8：30

※但し、Not Beforeは設けません。前の試合終了
後、15分以内に試合に入らない場合は失格としま
す。

以下、当日発表 （コートの変更有り）

・体育協会の指示により、今年度より開場時間は８時です。それ以前の観客席、及びコート内への立ち入りは禁止です。

６ｺｰﾄ ７ｺｰﾄ ８ｺｰﾄ１ｺｰﾄ ２ｺｰﾄ ３ｺｰﾄ ４ｺｰﾄ ５ｺｰﾄ



第４８回 越前市テニス選手権大会 ２０１８年１０月１４日　(日)  越前市中央公園テニスコート

　８ゲームマッチ

男子ダブルス　A級 試合開始時間 8:30

青木　勇武 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 酒井　諭 (ＳＵＮクラブ)

池田　良史 (ＳＵＮクラブ) 山下　穣 (ＳＵＮクラブ)

田中　快一 (福井村田TC) 姉崎 智士 (ガッツT・C)

高村　勝 (信越化学TC) 笠原 友哉 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ)

前田　典昭 (Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ) 佐野勇気 (ポリ・ＴＢ)

東谷　幸一 (Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ) 林基史 (ポリ・ＴＢ)

梅木　陽一 (ブルーマンTC) 鈴木 博之 (信越化学TC)

赤澤　悠 (TEAM プレジャー) 中林 章一 (今立T.C)

菊澤重明 (ポリ・ＴＢ) 宮下 勝也 (今立T.C)

石井忠博 (ポリ・ＴＢ) 吉岡 潤 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ)

和田　睦司 (TEAM プレジャー) 森脇央介 (武生ジュニアテニスクラブ)

松井　高広 (信越化学TC) 高島涼太郎 (武生ジュニアテニスクラブ)

澤田　隆司 (福井村田TC) 長谷川　貴彌 (ガッツT・C)

小木　貴之 (福井村田TC) 向井　竜一 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

[1] 1 8

2 9

10

[4] 4 [3] 11

7 [2] 14

・体育協会の指示により、今年度より開場時間は８時です。それ以前の観客席、及びコート内への立ち入りは禁止です。

5 12

6 13

3



第４８回 越前市テニス選手権大会 ２０１８年１０月１４日　(日)  越前市中央公園テニスコート

　８ゲームマッチ

男子ダブルス　B級 試合開始時間 8:30

廷々 真樹 (今立T.C) 松田 聡 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ)

奥田 孝弘 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ) 松田 智也 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ)

木下　滋 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) 小川　卓朗 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

杉田　安繁 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) 吉田　正男 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

釼内　宏一 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 山本 貴大 (ＪＴＣ)

松原　浩和 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 永田　天門 (ＪＴＣ)

平井　憲三 (ＳＵＮクラブ) 岩崎　総一郎 (ＳＵＮクラブ)

西野　太志 (ＳＵＮクラブ) 江川　宗泰 (ＳＵＮクラブ)

笠島　耕之 (福井村田TC) 本多 桂 (ポリ・ＴＢ)

大西　秀樹 (福井村田TC) 東 善宗 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ)

宮川　昌樹 (ＳＵＮクラブ) 山内　啓嗣 (プレイキッズ)

坂本　靖 (ＳＵＮクラブ) 山内　幸紀 (TEAM プレジャー)

山内 貴之 (ガッツT・C) 中川　次男 (ブルーマンTC)

田中 淳 (ガッツT・C) 山崎　親宏 (ブルーマンTC)

中川　直樹 (ブルーマンTC) 為国　利秋 (ＳＵＮクラブ)

姫田　和憲 (ブルーマンTC) 福岡　浩史 (ＳＵＮクラブ)

宮川 正和 (今立T.C) 赤松　雄一郎 (福井村田TC)

市橋 徹也 (今立T.C) 谷川　和己 (福井村田TC)

伊藤　良樹 (ガッツT・C)

浅井　一貴 (ＡＷ－Ｉ TC)

9 18

[2] 19

7 16

8 17

5 [3] 14

[4] 6 15

3 12

4 13

2 11

・体育協会の指示により、今年度より開場時間は８時です。それ以前の観客席、及びコート内への立ち入りは禁止です。

[1] 1 10



第４８回 越前市テニス選手権大会 ２０１８年１０月１４日　(日)  越前市中央公園テニスコート

男子ダブルス　C級 試合開始時間 8:30

１セットマッチ　ノーアド

1 2 3 4 5

小林　伸弘・綿田　博敬
（ブルーマンTC）

北原　政憲・松村　利貴
（TEAM プレジャー）

寺嶋　久士・大脇　明
（ブルーマンTC）

牧野 俊明・奥山 直樹
（今立T.C）

玉川　正人・佐治　憂介
（ブルーマンTC）

1
小林　伸弘・綿田　博敬

（ブルーマンTC）

2
北原　政憲・松村　利貴

（TEAM プレジャー）

3
寺嶋　久士・大脇　明

（ブルーマンTC）

4
牧野 俊明・奥山 直樹

（今立T.C）

5
玉川　正人・佐治　憂介

（ブルーマンTC）

・体育協会の指示により、今年度より開場時間は８時です。それ以前の観客席、及びコート内への立ち入りは禁止です。

男子ダブルス　C級



第４８回 越前市テニス選手権大会 ２０１８年１０月１４日　(日)  越前市中央公園テニスコート

女子ダブルス　A級 試合開始時間 8:30 １セットマッチ　ノーアド

1 2 3

増永 由香里・中田　小百合
（ブルーマンTC・ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ）

田川　美樹・上山　紋子
（ＳＵＮクラブ）

佐々木　弘美内田　奈穂美
（ブルーマンTC・ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ）

1
増永 由香里・中田　小百合

（ブルーマンTC・ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ）

2
田川　美樹・上山　紋子

（ＳＵＮクラブ）

3
佐々木　弘美内田　奈穂美

（ブルーマンTC・ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ）

1 2 3

勝木　英子・林　喜久美
（ブルーマンTC）

藪下　裕美・高原　依里
（プレイキッズ・ガッツT・C）

横山綺乃・高島明日香
（ＪＴＣ）

1
勝木　英子・林　喜久美

（ブルーマンTC）

2
藪下　裕美・高原　依里

（プレイキッズ・ガッツT・C）

3
横山綺乃・高島明日香

（ＪＴＣ）

決勝トーナメント 進行状況により変更する場合があります

A　1位

B　1位

・体育協会の指示により、今年度より開場時間は８時です。それ以前の観客席、及びコート内への立ち入りは禁止です。

女子シングルス　A級

Aリーグ

女子シングルス　A級

Bリーグ

A　1位

B　2位



第４８回 越前市テニス選手権大会 ２０１８年１０月１４日　(日)  越前市中央公園テニスコート

女子ダブルス　B級 試合開始時間 8:30　８ゲームマッチ

五十嵐　仁映 (今立T.C) 明石　恵子 (TEAM プレジャー)

佐藤　結衣 (ガッツT・C) 南　亜里紗 (TEAM プレジャー)

田中　英子 (ブルーマンTC) 牧野　好花 (ＪＴＣ)

上山　千秋 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 高木鈴奈 (武生ジュニアテニスクラブ)

森脇　かおり (ＳＵＮクラブ) 水野　美輝 (ＳＵＮクラブ)

善定　直子 (TEAM プレジャー) 良　貴子 (ＳＵＮクラブ)

山岸　咲貴 (ガッツT・C) 山内　美希 (プレイキッズ)

伊丹　千容 (ガッツT・C) 梅田 裕美 (プレイキッズ)

竹島　ふじ子 (TEAM プレジャー)

辻岡　律子 (TEAM プレジャー)

9

5

4 [2]

・体育協会の指示により、今年度より開場時間は８時です。それ以前の観客席、及びコート内への立ち入りは禁止です。

3 8

[1] 1 6

2 7



第４８回 越前市テニス選手権大会 ２０１８年１０月１４日　(日)  越前市中央公園テニスコート

女子ダブルスＣ級 試合開始時間 8:30 １セットマッチ ノーアド

1 2 3

宮澤　淳子・内田　祐子
（ＳＵＮクラブ）

細田　ゆかり・井上　美佐枝
（TEAM プレジャー）

三谷　紀子・佐治　隆子
（ブルーマンTC）

1
宮澤　淳子・内田　祐子

（ＳＵＮクラブ）

2
細田　ゆかり・井上　美佐枝

（TEAM プレジャー）

3
三谷　紀子・佐治　隆子

（ブルーマンTC）

女子ダブルスＣ級

・体育協会の指示により、今年度より開場時間は８時です。それ以前の観客席、及びコート内への立ち入りは禁止です。




