
2019/9/20修正

女子シングルス ＡB級 女子ダブルス Ａ級 男子ダブルス Ｂ級

東善宗 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ) 中田　小百合 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) 田川　美樹 上山　紋子 (ＳＵＮクラブ) (ＳＵＮクラブ) 浅井　一貴 伊藤良樹 (ＡＷ－Ｉ TC) (ガッツT・C)

笠原 友哉 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ) 安本　典子 (ブルーマンTC) 神田　雅美 山田　美紀 (ＳＵＮクラブ) (ＳＵＮクラブ) 土田　健次 堀内　厚志 (ＳＵＮクラブ) (ＳＵＮクラブ)

松塚　竹彦 (ＳＵＮクラブ) 林　喜久美 (ブルーマンTC) 藪下　裕美 高原　依里 (ガッツT・C) (プレイキッズ) 福岡　浩史 小泉　博昭 (ＳＵＮクラブ) (ＳＵＮクラブ)

内田　浩二 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 植木　美鈴 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) 北川外美 高田和美 (武生テニスクラブ)(tennis villa) 江川　宗泰 岩崎　総一郎 (ＳＵＮクラブ) (ＳＵＮクラブ)

前田　典昭 (Jellyfish) 田中　里和佳 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 佐々木渚 高島明日香 (ＪＴＣ) (ＪＴＣ) 小川　卓朗 山本　悟 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) (ＳＵＮクラブ)

五十嵐 隆史 (今立T.C) 中村　徹也 田中　算 (ブルーマンTC) (ブルーマンTC)

宮下 勝也 (今立T.C) 中川　次男 山崎　親宏 (ブルーマンTC) (ブルーマンTC)

小辻 龍馬 (今立T.C) 女子ダブルス ＢC級 岡田　誠 高嶋　宏和 (ブルーマンTC) (ブルーマンTC)

中林　章一 (福井村田TC) 奥田孝弘 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ) 辻岡 律子 竹島　ふじ子 (TEAM プレジャー)(Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) 島本　徹 細田　浩司 (ブルーマンTC) (プレイキッズ)

田中　快一 (福井村田TC) 伊東　誠 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) 大西　美枝子 皆川　多佳子 (ＳＵＮクラブ) (プレイキッズ) 渡辺宏之 清水優太郎 (ポリ・ＴＢ) (ポリ・ＴＢ)

赤松　雄一郎 (福井村田TC) 酒井　諭 (ＳＵＮクラブ) 良　貴子 水野　美輝 (ＳＵＮクラブ) (ＳＵＮクラブ) 堀井宏治 福岡義邦 (ポリ・ＴＢ) (ポリ・ＴＢ)

松浦　圭汰 (福井村田TC) 小川　卓朗 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 梅田 裕美 山内 美希 (プレイキッズ) (プレイキッズ) 佐野勇気 山口公平 (ポリ・ＴＢ) (ポリ・ＴＢ)

永田天門 (ＪＴＣ) 小林　秀樹 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 筒井 直美 大村 里美 (今立T.C) (今立T.C) 宮川 正和 市橋 徹也 (今立T.C) (今立T.C)

南祐樹 (ＪＴＣ) 谷　久美夫 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 明石　恵子 南　亜里紗 (TEAM プレジャー)(TEAM プレジャー) 山本 伸明 五十嵐 隆史 (今立T.C) (今立T.C)

伊藤　良樹 (ガッツT・C) 杉本　恵美子 杉本　怜香 (ブルーマンTC) (ブルーマンTC) 野村 映之 奥山 直樹 (今立T.C) (今立T.C)

長谷川　貴彌 (ガッツT・C) 細田　ゆかり 井上　美佐枝 (TEAM プレジャー)(TEAM プレジャー) 松浦英之 熊木浩和 (武生テニスクラブ)(武生テニスクラブ)

中村　徹也 (ブルーマンTC) 笠島　耕之 大西　秀樹 (福井村田TC) (福井村田TC)

渡辺　卓 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) 矢尾　憲一 (ブルーマンTC) 中村　勝好 長谷川　佳紀 (福井村田TC) (福井村田TC)

山崎　悟 (ＳＵＮクラブ) 小竹原　明敏 (ブルーマンTC) 男子ダブルス Ａ級 松浦　圭汰 香川　啓太 (福井村田TC) (福井村田TC)

岩崎　総一郎 (ＳＵＮクラブ) 市橋 徹也 (今立T.C) 山下　穣 酒井　諭 (ＳＵＮクラブ) (ＳＵＮクラブ) 北原　政憲 松村　利貴 (ＳＵＮクラブ) (TEAM プレジャー)

池田　裕紀 (ＳＵＮクラブ) 坪内 敏郎 (今立T.C) 池田　良史 伊藤和仁 (ＳＵＮクラブ) (Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ) 山内　啓嗣 山本　良輔 (プレイキッズ) (TEAM プレジャー)

田中　正晃 (ブルーマンTC) 山本 伸明 (今立T.C) 渡辺浩 松田浩一 (ガッツT・C) (ブルーマンTC) 松田 聡 松田 智也 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ) (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ)

奥山 直樹 (今立T.C) 木下　理 (武生テニスクラブ) 児泉豪 八木健文 (ポリ・ＴＢ) (ポリ・ＴＢ) 横山慶一郎 藤井哲弘 (武生テニスクラブ)(武生テニスクラブ)

黒田 泰規 (今立T.C) 廷々　真樹 (福井村田TC) 杉原　吉紀 田中　快一 (福井村田TC) (福井村田TC)

松村　利貴 (TEAM プレジャー) 山本　良輔 (TEAM プレジャー) 澤田　隆司 小木　貴之 (福井村田TC) (福井村田TC) 男子ダブルス Ｃ級 取り下げ

内藤　剛史 (TEAM プレジャー) 東谷幸一 (Jellyfish) 赤松　雄一郎 小辻　龍馬 (福井村田TC) (今立T.C) 小泉　建吾 笠原　康弘 Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ

永田天門 山本貴大 (ＪＴＣ) (ＪＴＣ) 男子ダブルス Ａ級 WO

長谷川　貴彌 東　善宗 (ガッツT・C) (OSB CLUB) 木原 翔太 石森 翔 (今立T.C) (ガッツT・C)

男子シングルス Ｃ級

第４９回 越前市テニス選手権大会　エントリーリスト 残り試合　　　10月５日（日）
　　　　　　　　 10月６日（日）

開催日：２０１９年９月２８日　(土) 開催日：２０１９年９月２９日　(日)

男子シングルス Ａ級

男子シングルス Ｂ級


