
第51回越前市テニス選手権大会 ダブルス

新型コロナウイルス感染拡大状況により変更になる可能性があります。

１．主    催 越前市テニス協会

２．共    催 越前市スポーツ協会 

３．後    援 福井新聞社・越前市教育委員会 

４．期    日 2021年９月26日（日） 【残り試合】１０月２３日(土)・ ２４日(日)

５．会    場 越前市武生中央公園テニスコート（砂入り人工芝８面）　

６．レフェリー 柳瀬民人

７、主管 今立TC

※１セットマッチ（6-6後ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）、ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟはサーブ４本。ただし、初戦のみ３分。

※セットブレイクルールで行うこと。（１ｹﾞｰﾑ目終了後の休憩は無し）

※天候および進行状況等により変更になる場合があります。

※大会にて発生した各人のゴミは、必ず持って帰ること！

練習時間

８：２５迄
1コート 2コート 3コート 4コート 5コート 6コート 7コート 8コート

MDA 1R MDA 1R MDA 1R WDA ① MDB 1R MDB 1R MDB 1R WDB
２－３ ６－７ ９－１０ １－２ ２－３ ６－７ ９－１０ ３－４

MDA 2R MDA 2R WDA ② WDA ① MDB 2R MDB 2R WDB WDB
１－３ ４－５ １－２ ２－３ １－３ ４－５ １－２ ２－４

MDA 2R MDA 2R WDA ② WDA ① MDB 2R MDB 2R WDB WDB
６－８ ９－１１ ２－３ １－３ ６－８ ９－１１ １－３ ２－３

MDA SF MDA SF WDA ② MDB SF MDB SF WDB
１－５ ６－１１ １－３ １－５ ６－１１ １－４

MDA F MDB F WDA
１－１１ １－１１ F

試合開始

８：３０



第51回越前市テニス選手権大会
２０２１年 ９月２６日(日)     越前市武生中央公園テニスコート

男子ダブルス Ａ級

梅木　陽一 (ブルーマンTC) 本田和広 (ポリ・ＴＢ)

赤澤　悠 (TEAM プレジャー) 山田大貴 (ガッツT・C)

山内　幸紀 (福井工業高等専門学校) 玉村　光司 (JTC)

山内　啓嗣 (プレイキッズ) 関　則一 (JTC)

本多桂 (ポリ・ＴＢ) 柳瀬 民人 (今立T.C)

松原充郎 (ポリ・ＴＢ) 藤永 光秋 (ＪＴＣ)

永田　天門 (JTC) 前田翔平 (ガッツTC)

山本　貴大 (JTC) 前田陽祐 (ガッツTC)

岩佐 和憲 (今立T.C) 砂山 千明 (今立T.C)

海貝 友崇 (今立T.C) 里見 裕之 (今立T.C)

松浦　圭汰 (tennis villa)

香川　啓太 (tennis villa)
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第51回越前市テニス選手権大会
２０２１年 ９月２６日(日)     越前市武生中央公園テニスコート

男子ダブルス Ｂ級

福岡　浩史 (サンテニスクラブ) 高橋　博樹 (TEAM プレジャー)

小泉　博昭 (サンテニスクラブ) 山本　良輔 (TEAM プレジャー)

安野　良三 (ブルーマンTC) 前田　達紀 (ブルーマンTC)

吉田　正男 (ブルーマンTC) 加藤　尚也 (ブルーマンTC)

木下　滋 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) 松浦英之　 (武生テニスクラブ)

荒川　守 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) 熊木浩和 (武生テニスクラブ)

辻田進 (ポリ・ＴＢ) 小川　卓朗 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

清水優太郎 (ポリ・ＴＢ) 山本　悟 (ＳＵＮクラブ)

恐神正博 (武生テニスクラブ) 福岡　幸樹 (Jellyfish)

横山慶一郎 (武生テニスクラブ) 中谷　智博 (Jellyfish)

小南　佳月 (ブルーマンTC)

黒田　幸佑 (ブルーマンTC)
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北川外美 ・ 高田和美 皆川多佳子 ・ 益田美千代 林　由美子 ・ 細川　貴美代

① リーグ (武生テニスクラブ) (ポリ・ＴＢ) (Jellyfish)

北川外美 ・ 高田和美

(武生テニスクラブ)

皆川多佳子 ・ 益田美千代

(ポリ・ＴＢ)

林　由美子 ・ 細川　貴美代

(Jellyfish)

② リーグ

増永　由香里 ・ 山内　ひろみ

（ブルーマンTC）

野口　小百合 ・ 増永　康子

(Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

瀬戸奈緒美 ・ 本多薫

(ポリ・ＴＢ)

＜決勝＞

位

　勝　　敗 位

位

勝敗 順位

　勝　　敗 位

順位

　勝　　敗 位

　勝　　敗 位

勝敗

　勝　　敗

　勝　　敗

女子ダブルスA級

女子ダブルスA級



山内 美希 ・ 山内 愛結 五十嵐 仁映 ・ 吉岡 優衣 吉田　安紀子 ・ 井上　美佐枝 明石　恵子 ・ 細田　ゆかり

山内 美希 ・ 山内 愛結

五十嵐 仁映 ・ 吉岡 優衣

吉田　安紀子 ・ 井上　美佐枝

明石　恵子 ・ 細田　ゆかり

女子ダブルス Ｂ級

（今立T.C）

（今立T.C.ガッツT・C）

（ブルーマンTC）

（Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ）

位

　勝　　敗 位

位

（今立T.C）

位

順位勝敗

　勝　　敗

（今立T.C.ガッツT・C） （ブルーマンTC） （Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ）

　勝　　敗

　勝　　敗


