
１．主    催 越前市テニス協会

２．共    催 福井県テニス協会・越前市体育協会

３．後    援 福井新聞社・越前市教育委員会

４．期    日 本戦のみ　２０１９年１２月１日（日）

５．会    場 丹南総合公園体育館（ウッド２面）

６．レフェリー 本戦：永田 天門

７．主　　管 本戦：今立TC

※室内用シューズを必ず使用すること。（入館時シューズチェックします）

※体育館内での飲食は　入口ロビーのみ可。

※セットブレイクルールで行うこと。（１Ｇ目終了後の休憩は無し）

※１セットマッチ　（ノーアド）

※大会運営を速やかに行うため、受付時間の遅刻、または、前試合の終了後次の試合の選手が

　理由に関係無く５分以内にコートに入れない場合は、予選・本戦を問わず即刻失格とします。

　注意して下さい。

※上下ウォームアップの着用を認めます。

※当日は冷え込むことが予想されます。

　体育館外等で十分にウォームアップを行ってからコートに入るようお願いします。

※体育館内は全面禁煙です。

※コートのラインテープ張りがありますので、選手の方もご協力
ください。完了後、大会を開催します。
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※本戦のウォームアップは初戦３分。

　２戦目以降はサービス４本のみ。

※進行状況により変更の可能性があります。。

※大会にて発生した各人のゴミは、必ず持って帰ること！！

男子③ 早く終わったコー
トに入ります1-2

男子③ 早く終わったコー
トに入ります1-3

男子③ 早く終わったコー
トに入ります2-3

第44回 越前市オープン室内テニス選手権大会

＜本戦＞

受付 東側 西側

8:15



開催日：２０１９年１１月２３日（土・祝） 会場：越前市丹南総合運動公園　体育館（ウッド２面）

エントリーリストの変更について

エントリー漏れ　１組を追加し、棄権ペア　1組を削除しました。

男子ダブルス

赤澤　悠 中村　隆志 TEAM プレジャー TEAM プレジャー

川崎雅司 三仙陽一 福井ＴＣ 福井ＴＣ

池田良史 玉村光史 Jellyfish TEAM プレジャー

前田典昭 濱田充弘 Jellyfish 福井TC

山田大貴 吉岡潤 ガッツTC OSB　CLUB

谷　久美夫 松本　学 ATP 三国ポーム

永田天門 竜田　晃樹 ＪＴＣ ＪＴＣ

青木　勇武 立花　学 tennis villa tennis villa

松浦　圭汰 香川　啓太 福井村田TC 福井村田TC

女子ダブルス

滝波　　緑 中田　小百合 福井ＴＣ ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ

赤木　悠起子 寺地　和枝 Ｊウイン 気比クラブ

佐々木　弘美 内田　奈穂美 三国ポーム ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ

北川　外美 高田　和美 武生テニスクラブ ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ

木原 裕子 増田 由香里 今立T.C Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ

安本　典子 半田　由美 宝永体協 ship's

第44回 越前市オープン室内テニス選手権大会



第44回 越前市オープン室内テニス選手権大会

本戦のみ　２０１９年１２月１日（日） 越前市丹南総合運動公園　体育館（ウッド２面）

試合開始時間 8:30

1 2 3

赤澤　悠・中村　隆志 谷　久美夫・松本　学 永田天門・竜田　晃樹
(TEAM プレジャー) (ATP・三国ポーム) (ＪＴＣ)

赤澤　悠・中村　隆志
(TEAM プレジャー)

谷　久美夫・松本　学
(ATP・三国ポーム)

永田天門・竜田　晃樹
(ＪＴＣ)

1 2 3

川崎雅司・三仙陽一 山田大貴・吉岡潤 青木　勇・武立花　学
(福井ＴＣ) (ガッツTC・OSB　CLUB) (tennis villa)

川崎雅司・三仙陽一
(福井ＴＣ)

山田大貴・吉岡潤
(ガッツTC・OSB　CLUB)

青木　勇・武立花　学
(tennis villa)

1 2 3

池田良史・玉村光史 前田典昭・濱田充弘 松浦　圭汰・香川　啓太
(Jellyfish・TEAM プレジャー) (Jellyfish・福井TC) (福井村田TC)

池田良史・玉村光史
(Jellyfish・TEAM プレジャー)

前田典昭・濱田充弘
(Jellyfish・福井TC)

松浦　圭汰・香川　啓
太

(福井村田TC)
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第44回 越前市オープン室内テニス選手権大会

本戦のみ　２０１９年１２月１日（日） 越前市丹南総合運動公園　体育館（ウッド２面）

予選リーグ 試合開始時間 8:30

1 2 3

滝波　緑・中田　小百合 北川　外美・高田　和美 木原 裕子・増永　由香里
(福井ＴＣ・ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) （武生テニスクラブ・ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ） (今立T.C・Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

滝波　緑・中田　小百合
(福井ＴＣ・ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

北川　外美・高田　和美
（武生テニスクラブ・ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ）

木原 裕子・増永　由香里
(今立T.C・Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

1 2 3

安本　典子・半田　由美 赤木　悠起子・寺地　和枝 佐々木　弘美・内田　奈穂美
(ブルーマンTC) (Ｊウイン・気比クラブ) (ブルーマンTC・ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

安本　典子・半田　由美
(ブルーマンTC)

赤木　悠起子・寺地　和枝
(Ｊウイン・気比クラブ)

佐々木　弘美・内田　奈穂美
(ブルーマンTC・ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

決勝 各リーグ1位
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第44回 越前市オープン室内テニス選手権大会 越前市丹南総合運動公園　体育館（ウッド２面）

本戦のみ　２０１９年１２月１日（日） 試合開始時間 8:30
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