
平成２５年度福井市ランキング（男子） 

平成２６年２月１日現在 

一般男子シングルス              一般男子ダブルス 

１ 福井 猛彦    （福井ＴＣ）                 １ 秋山 竜一   （東安居ＴＣ） 

２ 濱田 充弘    （福井ＴＣ）                 ２ 広瀬 裕輝    （ﾋｯﾄｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ） 

３ 秋山 竜一   （東安居ＴＣ）              ３ 砂畑 大輔  （いわし） 

４ 杉岡 智史    （Jellyfish）                ４ 三田村 亮実  （いわし） 

５ 児泉 豪      （虎子浪ＴＣ）             ５ 福井 猛彦    （福井ＴＣ）   

６ 三池 英騎    （ＩＳＳ）                   ６ 赤澤 悠      （CHECK'IN） 

７ 山下 勇樹   （セーレンＴＣ）            ７ 中村 隆志    （CHECK'IN） 

８ 近藤 幸治    （県庁ＴＣ）                 ８ 山本 隆彦    （Jellyfish） 

９ 北川 直規   （坂井市役所テニス部）       ９ 吉田 有貴    （グランチャ） 

１０ 山崎 雄一    （グランチャ）             １０ 佐藤 祐介    （福井銀行ＴＣ） 

１１ 近藤 靖浩    （ヤスマＧＴＣ）           １０ 松塚 竹彦    （Jellyfish） 

１２ 岩尾 拓      （ＳＡＳＣ）              １２ 山下 勇樹   （セーレンＴＣ） 

１３ 西田 浩之    （tennis villa）           １３ 内田 浩二    （tennis villa） 

１４ 佐々木 和宣  （順化ﾃﾆｽ倶楽部）          １４ 高木 拓郎    （VILLAGE'S） 

１５ 梅木 陽一   （VILLAGE'S）             １５ 濱田 充弘    （福井ＴＣ） 

１６ 中野 究      （三谷商事ＴＣ）           １６ 梅木 陽一    （VILLAGE’S） 

１７ 佐飛 辰弥    （Jellyfish）             １７ 角谷 幸秀    （ＴＣルーブル） 

１８ 木村 尚史    （敦賀気比高校）           １８ 青木 勇武    （tennis villa） 

１９ 砂畑 大輔  （いわし）                 １９ 垣内 義則    （ＴＣルーブル） 

１９ 山田  孝紀   （Jellyfish）             ２０ 藤井 哲弘    （ﾛｺ･ﾎﾞｰｲ&ｶﾞｰﾙ） 

２０ 土橋 彰      （県庁ＴＣ） 

         

                                
 
 
 



平成２５年度福井市ランキング（女子） 

 

平成２６年２月１日現在 

 

一般女子シングルス              一般女子ダブルス 

１ 滝波 緑     （福井ＴＣ）         １ 滝波 緑     （福井ＴＣ） 

２ 中田 小百合   （tennis villa）            ２ 野崎 佳加里   （福井ＴＣ） 

３ 平井 瀬里香   （鯖江ジュニア）            ３ 中田 小百合   （ペガサスＴＴ） 

４ 田中 千絵    （ブルーマンＴＣ）          ４ 垣内 清美     （福井ＴＣ） 

５ 高田 和美     （フリークス）              ５ 斉藤 佳       （ﾋｯﾄｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ） 

６ 前田 英美   （宝永体協）             ６ 小山 友紀恵   （Jellyfish） 

７ 斉藤 和美     （虎子浪ＴＣ）              ７ 松原 幸子     （Jellyfish） 

８ 内田 奈穂美   （tennis villa）            ８ 太喜 美恵子   （松岡ＴＣ） 

９ 北川 外美    （ＴＥＡＭプレジャー）      ９ 小林 千代花   （福井ＴＣ） 

１０ 須甲 菜緒子   （ＳＡＳＣ）              １０ 本多 薫       （ＴＣルーブル） 

１１ 西東 眞紀代   （Let's play）            １１ 堂田 めぐみ   （福井ＴＣ） 

１２ 三好 希代美   （ＳＡＳＣ）              １２ 砂村 憲子     （福井ＴＣ） 

１３ 砂村 憲子     （福井ＴＣ）              １３ 高橋 絢子     （tennis villa） 

１４ 吉村 真希    （福井ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ）     １４ 井上 貴代   （ＢＮＲ） 

１５ 谷間 美幸     （美山ＴＣ）             １４ 赤木 悠紀子   （J ｳｲﾝ） 

１６ 佐々木 弘美   （ＭＴＫ）                １６ 石川 一美     （福井ＴＣ） 

１７ 安本 典子     （宝永体協）              １７ 垣内 美香     （ＴＣルーブル） 

１８ 野崎 佳加里   （福井ＴＣ）              １８ 山田 祐樹子   （福井ＴＣ） 

１９ 佐々木 博美  （Let's play）            １９ 久守 美幸     （ｶﾓﾐｰﾙ） 

２０ 村田 真理     （tennis villa）          ２０ 佐藤 麻美     （東安居ＴＣ） 

２０ 山本 喜代美   （松岡ＴＣ） 

２０ 吉澤 聡子     （ISS） 

 
 

 


