
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 平成２９年　９月３０日　(土) 会場：中央公園
　　種　　目 （ミックスダブルス　・ジュニア部門）

越前市高瀬２丁目７−８１　 砂入り人工芝
主管：ブルーマンTC（ミックスダブルス）
　　　JTC（ジュニア部門）
レフェリー：高島賢太郎

平成２９年１０月１日(日) 会場：中央公園（男女ダブルス　Ａ,Ｂ,Ｃ級）
主管：福井村田TC、今立TC 　　
レフェリー：内藤剛史
Aレフェリー：山下穣

【残り試合】平成２９年１０月　７日(土)
【残り試合】平成２９年１０月　８日(日)
ジュニア部門【残り試合】平成２９年１０月　９日(月)

・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。

（9/29より対応）

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。
　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４７回 越前市テニス選手権大会

・問い合せ先：越前市テニス協会　髙島賢太郎　携帯：090-4683-0518

※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

　8：15まで 7：45～8：15

各自の試合開
始まで 8：15～8：30

試合開始 8:30 【残り試合】平成２９年１０月　９日(月)   

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

Ｕ11B　1Ｒ Ｕ11B　1Ｒ Ｕ11B　1Ｒ Ｕ11B　1Ｒ Ｕ11B　1Ｒ Ｕ11B　1Ｒ Ｕ11B　1Ｒ Ｕ11B　1Ｒ
2-3 7-8 9-10 13-14 19-20 23-24 29-30 33-34

Ｕ11B　2Ｒ Ｕ11B　2Ｒ Ｕ11B　2Ｒ Ｕ11B　2Ｒ Ｕ11B　2Ｒ Ｕ11B　2Ｒ Ｕ11B　2Ｒ Ｕ11B　1Ｒ
4-5 15-16 17-18 25-26 27-28 35-36 37-38 39-40

ＭＩＸ　B　 1R ＭＩＸ　B　 1R ＭＩＸ　B 　1R

2-3 6-7 9-10

ＭＩＸ　A　１R ＭＩＸ　B2R ＭＩＸ　C　

2-3 4-5 1-2

ＭＩＸ　A　２R ＭＩＸ　A　２R ＭＩＸ　B　2R

4-5 6-7 9-11

ＭＩＸ　B　2R ＭＩＸ　B　2R ＭＩＸ　C　

1-3 6-8 2-3

※  1 セットマッチ(６－６タイブレーク）

※ ミックスC級は１セット

※ ウォームアップはサービス４本のみ。

※ ミックスダブルス参加者は1番～6番コートを8：15～8：30の間練習コート

として使用できます。（～8：15はジュニア部門練習時間）

※ ジュニア部門は8：15より8番コートにて選手ミーティングを行います。

8：15迄に受付を完了してください。

＊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47回 越前市テニス選手権大会

※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

平成２９年　９月３０(土)　　

一般
ミックス

ジュニア　以下当日発表

ジュニア部門

ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ
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第47回越前市テニス選手権大会
平成２９年　９月３０日　(土)  越前市中央公園テニスコート

ミックスダブルス Ａ級

野邊　崇嗣 (TEAM プレジャー) 宮下勝也 (ガッツT・C)

市原　優 (TEAM プレジャー) 笠原依里 (ガッツT・C)

為国　利秋 (ＳＵＮクラブ) 森田陽介 (ポリ・ＴＢ)

山田　美紀 (ＳＵＮクラブ) 山内ひろみ (ポリ・ＴＢ)

石森　翔 (ブルーマンTC) 今津大二郎 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

堂村　真莉耶 (ブルーマンTC) 吉田恵里 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ)

長谷川貴彌 (ガッツT・C)

野口真緒 (今立T.C)

3 6

[2] 7

[1] 1 4

2 5



第47回越前市テニス選手権大会
平成２９年　９月３０日　(土)  越前市中央公園テニスコート

ミックスダブルス B級

五十嵐 隆史 (今立T.C) 谷口　時雄 (ＳＵＮクラブ)

五十嵐 仁映 (今立T.C) 上木　京子 (越前市役所TC)

山崎　親宏 (ブルーマンTC) 野村 映之 (今立T.C)

吉澤　葉子 (ブルーマンTC) 石本 智子 (今立T.C)

山内　啓嗣 (プレイキッズ) 中川　直樹 (ブルーマンTC)

山内　美希 (プレイキッズ) 中川　幸恵 (ブルーマンTC)

吉岡潤 (ガッツT・C) 東善宗 (ガッツT・C)

佐藤優衣 (ガッツT・C) 植野美貴 (ガッツT・C)

上野　弘達 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 山本　悟 (ＳＵＮクラブ)

辻川　千鶴子 (ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ) 森脇　かおり (ＳＵＮクラブ)

小泉 勝広 (プレイキッズ)

梅田 裕美 (プレイキッズ)

5

6

[3] 8

10

3

4

[1] 1

2

[2] 11

9

7



第47回越前市テニス選手権大会

平成２９年　９月３０日　(土)  越前市中央公園テニスコート

ミックスダブルス C級

1 2 3

釼内宏一・杉本めぐみ
（Ｎｅｗ Ｂａｌｌｓ）

渡辺　卓・細田　ゆかり
(TEAM プレジャー)

清水　庸央・長谷川　克江
(ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ・ブルーマンTC)

1
釼内宏一・杉本めぐみ

（Ｎｅｗ Ｂａｌｌｓ） 位

2
渡辺　卓・細田　ゆかり

(TEAM プレジャー) 位

3
清水　庸央・長谷川　克江

(ｔｅｎｎｉｓ ｖｉｌｌａ・ブルーマンTC) 位

ミックスダブルス C級 順位



第47回越前市テニス選手権大会
平成２９年　９月３０日　(土)  越前市中央公園テニスコート

Ｕ11ジュニア男子

渡辺　優希 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

2 石﨑　翔大 (ｏｂａｍａｊｒ) 23 田中　晴己 (ｏｂａｍａｊｒ)

[1] 1 北川 倖輔 (さかいジュニア) [7] 22

西村照之介 (鯖江ジュニア)

4 牧野　透歩 (勝山ＪＴＣ) 25 五十嵐博喜 (武生ジュニアテニスクラブ)

3 西村瞬 (鯖江ジュニア) 24

北尾　春翔 (福井テニススポーツ少年団)

[9] 6 坂川絢音 (武生ジュニアテニスクラブ) [13]～[14] 27 渡辺　大輝 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

5 森川義仁 (武生ジュニアテニスクラブ) [10]～[12] 26

坂川陽向 (武生ジュニアテニスクラブ)

8 横田　大 (インドアテニス一宮) 29 椿山　奏芽 (勝山ＪＴＣ)

7 山本　千景 (TEAM プレジャー) 28

池泉太智 (武生ジュニアテニスクラブ)

10 西野秀 (鯖江ジュニア) [3] 31 三好　千寛 (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)

9 奥山颯太 (武生ジュニアテニスクラブ) 30

山﨑　健人 (福井テニススポーツ少年団)

[4] 12 岡島　昊大 (湖北ジュニアTC) 33 岸本幸大 (武生ジュニアテニスクラブ)

[6] 11 源　拓真 (ウエストヒルズＪＴ) [8] 32

加藤慶大 (鯖江ジュニア)

14 道根　大地 (ｏｂａｍａｊｒ) 35 関　燈羽 (さかいジュニア)

13 三好　碧生 (ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ) 34

片岡　律喜 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

[13]～[14] 16 梅田蒼大 (鯖江ジュニア) 37 西野伶 (鯖江ジュニア)

15 橋本亮 (武生ジュニアテニスクラブ) [10]～[12] 36

村上　弘龍 (福井テニススポーツ少年団)

18 森山　稜大 (敦賀スポ少) 39 岡島　一稀 (湖北ジュニアTC)

[10]～[12] 17 北尾　柊也 (福井テニススポーツ少年団) 38

[5] 21 河中葉滝 (武生ジュニアテニスクラブ)

柳瀬勇希 (武生ジュニアテニスクラブ)

20 奥野悠喜 (敦賀気比ＴＴＣ) [2] 41 角谷　亮 (GETT)

19 和田榮都 (鯖江ジュニア) 40



第47回越前市テニス選手権大会
平成２９年　９月３０日　(土)  越前市中央公園テニスコート

Ｕ13ジュニア男子

安川　大和 (勝山ＪＴＣ)

2 藤井柊兵 (鯖江ジュニア) 11 小林　優斗 (福井テニススポーツ少年団)

[1] 1 高島涼太郎 (武生ジュニアテニスクラブ) 10

成瀬　祥太郎 (ＳＵＭＭＩＴ)

4 堀岡　航 (GETT) [3] 13 関内　優太 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ)

3 桑原　羽瑠 (TEAM プレジャー) 12

源　聖悟 (GETT)

[4] 6 長谷川　晴人 (勝山ＪＴＣ) 15 北川 侑樹 (さかいジュニア)

5 東野　亜門 (ｏｂａｍａｊｒ) 14

村上　正龍 (福井テニススポーツ少年団)

8 須ヶ原理功 (武生ジュニアテニスクラブ) 17 山内　幸紀 (TEAM プレジャー)

7 椎野　陽暉 (ＡＴＡ) 16

森脇央介 (武生ジュニアテニスクラブ)9 吉田 敦哉 (さかいジュニア) [2] 18



第47回越前市テニス選手権大会
平成２９年　９月３０日　(土)  越前市中央公園テニスコート

Ｕ11ジュニア女子

エントリー締め切り後のWO選手はドローには組み込まれておりません。

八田　真央 (TEAM プレジャー)

2 東谷　愛望 (ｏｂａｍａｊｒ) 7 徳本　芙優 (敦賀スポ少)

[1] 1 関内　優衣 (Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ) 6

小野未和 (鯖江ジュニア)

4 竹島　彩珠 (TEAM プレジャー) 9 岸田　明子 (TEAM プレジャー)

3 藤井詩織 (武生ジュニアテニスクラブ) 8

高木鈴奈 (武生ジュニアテニスクラブ)5 中司瑞希 (武生ジュニアテニスクラブ) [2] 10



第47回越前市テニス選手権大会
平成２９年　９月３０日　(土)  越前市中央公園テニスコート

Ｕ13ジュニア女子

エントリー締め切り後のWO選手はドローには組み込まれておりません。

2 (勝山ＪＴＣ)

[1] 1 高間美玖 (鯖江ジュニア) 5

牧野　好花

滝本　莉彩BYE

桑野　麻矢 (福井テニススポーツ少年団)

(勝山ＪＴＣ)

(鯖江ジュニア)

3

椎野　昊良 (ＡＴＡ)

7

4 [2] 8 畠中萌花滝本　莉佳 (勝山ＪＴＣ)

6



受付けは運営準備が出来次第、案内します。

1 2 3 4 5 6 7 8

7:45

～

7:55

インドア一宮　1 SUMMIT　1

7:55 気比TTC　1

～ ウエストヒルズ　1

8:05

8:05

～

8:15

９月30日（土）　中央コート　練習コート割

鯖江ジュニア　11 さかいＪＴＣ　4 福井テニススポーツ少年団　7 OBAMA Jr.　5 Ｓ.Ａ.Ｓ.Ｃ　5

ATA 2

TEAM プレジャー　6

試合開始　　8時30分

8:15 一般　ミックスダブルス
ジュニア部門

選手ミーティング

武生ジュニアテニスクラブ　16

パブリックテニス
イングランド　2

勝山ＪＴＣ　7

湖北ジュニア　2
ＧＥＴＴ　③

敦賀ジュニア　2


