
第41回 越前市クラス別ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会 
2019年5月3日(水・祝)  中央公園テニスコート・多目的コート

男子シングルスA級

笠原友哉 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ)

2 内田　浩二 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 11 山田　大貴 (ＡＷ－Ｉ TC)

[1] 1 三ツ谷智士 (ガッツT・C) 10

稲泉　聡 (福井村田TC)

4 中林　章一 (福井村田TC) 13 池田　良史 (ＳＵＮクラブ)

3 宮下 勝也 (今立T.C) 12

児泉豪 (ポリ・ＴＢ)

[3] 6 田中　快一 (福井村田TC) 15 東善宗 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ)

5 浅井　一貴 (ＡＷ－Ｉ TC) [4] 14

松田　浩一 (ブルーマンTC)

8 山下　穣 (ＳＵＮクラブ) 17 永田天門 (ＪＴＣ)

7 奥田孝弘 (ＯＳＢ　ＣＬＵＢ) 16

9 林基史 (ポリ・ＴＢ) 赤松　雄一郎 (福井村田TC)

[2] 19 五十嵐 隆史 (今立T.C)

18



第41回 越前市クラス別ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会 
2019年5月3日(水・祝)  中央公園テニスコート・多目的コート

男子シングルスB級 　1セットマッチ 4番、5番シードは同ポイントにより抽選にて決定

6番、7番、8番シードは同ポイント６名の為抽選にて決定

廷々 真樹 (今立T.C)

2 中村　徹也 (ブルーマンTC) 19 小川　卓朗 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

[1] 1 柳瀬 民人 (今立T.C) [5] 18

田中　勉 (Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ)

4 牧田　佳樹 (武生工業高校) 21 加藤　隆行 (ブルーマンTC)

3 宮下　弘高 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 20

黒田　湧夢 (武生工業高校)

6 長谷川　貴彌 (ガッツT・C) 23 小竹原　明敏 (ブルーマンTC)

5 大越　尚樹 (ポリ・ＴＢ) 22

木下　理 (武生テニスクラブ)

8 小辻 龍馬 (今立T.C) [3] 25 市橋 徹也 (今立T.C)

7 北島　和男 (ブルーマンTC) 24

東谷　幸一 (Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ)

[4] 10 山下 吉行 (今立T.C) 27 野村 映之 (今立T.C)

[7] 9 山本　貴大 (ＪＴＣ) [6] 26

上中　邦美 (ポリ・ＴＢ)

12 谷　久美夫 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 29 北島　大史 (ブルーマンTC)

11 山崎　悟 (ＳＵＮクラブ) 28

坪内 敏郎 (今立T.C)

14 安川　翔 (武生工業高校) 31 松山　暁生 (ＳＵＮクラブ)

13 高橋　寛樹 (ブルーマンTC) 30

[8] 17 兵　清隆 (TEAM プレジャー)

小林　秀樹 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

16 谷川　和巳 (今立T.C) [2] 33 伊藤　良樹 (ガッツT・C)

15 矢尾　憲一 (ブルーマンTC) 32



2019年5月3日(金・祝) 越前市中央テニスコート・多目的コート 開場時間8：00

男子シングルスC級 １セットマッチ　ノーアド 試合開始時間8：30

決勝リーグ：各ブロック1位（１セットマッチ　ノーアド）

※コンプレッションスリーブ、コンプレッションショーツ（膝丈まで）の着用は可能。

1 2 3

松村　利貴
(TEAM プレジャー)

上嶋啓太
(武生工業高校)

玉川　正人
(ブルーマンTC)

1 2 3

内藤　剛史
(TEAM プレジャー)

山本　理
(ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

渡辺宏之
(ポリ・ＴＢ)

1 2 3

山本　良輔
(TEAM プレジャー)

渡辺　卓
(Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

奥山 直樹
(今立T.C)

1 2 3
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男子シングルスC級-①

1

2

3

1

男子シングルスC級-②

1

2

3

男子シングルスC級-③

2

3

3

男子シングルスC級　決勝リーグ

1

2



2019年5月3日(金・祝) 越前市中央テニスコート・多目的コート 開場時間8：00

女子シングルスAB級 ①ブロック　：　1セットマッチノーアド 試合開始時間8：30

②ブロック　：　１セットマッチ　

各ブロック1位同士の決勝トーナメント（１セットマッチ）

※コンプレッションスリーブ、コンプレッションショーツ（膝丈まで）の着用は可能。

1 2 3 4

中田　小百合 林　喜久美 東　恵子 平井　瀬里香
(ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) (ブルーマンTC) (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) (ＪＴＣ)

中田　小百合
(ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

林　喜久美
(ブルーマンTC)

東　恵子
(ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

平井　瀬里香
(ＪＴＣ)

1 2 3

髙島　明日香 田中　里和佳 安本　典子
(ＪＴＣ) ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ (ブルーマンTC)

髙島　明日香
(ＪＴＣ)

田中　里和佳
(ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

安本　典子

(ブルーマンTC)

※ WOによる参加数減の場合下記の組み合わせに変更となります

６人： ３人リーグ2組 各リーグ1位で決勝

５人： ５人リーグ リーグ戦のみ
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