
平成２６年度福井市ランキング（男子） 

平成２７年２月７日現在 

一般男子シングルス              一般男子ダブルス 

１ 秋山 竜一   （東安居ＴＣ）               １ 赤澤 悠      （CHECK'IN） 

２ 児泉 豪      （虎子浪ＴＣ）               ２ 広瀬 裕輝    （ﾋｯﾄｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ） 

３ 濱田 充弘    （福井ＴＣ）                ３ 中村 隆志    （CHECK'IN） 

４ 杉岡 智史    （Jellyfish）                ４ 溝内 智哉    （ﾋｯﾄｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ） 

５ 中野 究      （三谷商事ＴＣ）            ５ 砂畑 大輔  （いわし）   

６ 竹下 直隆    （グランチャ）             ６ 秋山 竜一   （東安居ＴＣ） 

７ 小川 政宏   （宝永体協）              ７ 佐藤 祐介    （福井銀行ＴＣ） 

８ 西田 浩之    （tennis villa）             ７ 吉田 有貴    （グランチャ） 

９ 土井 智文    （Jellyfish）                ９ 児泉 豪      （虎子浪ＴＣ） 

１０ 市橋 英典    （福井ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団）     １０ 杉岡 智史    （Jellyfish） 

１１ 梅木 陽一   （VILLAGE'S）              １１ 市橋 英典    （福井ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団） 

１２ 天﨑 荘汰    （CHECK'IN）              １１ 内田 大智    （福井ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団） 

１３ 宮口 悠治    （いわし）                 １３ 角谷 幸秀    （ＴＣルーブル） 

１４ 浅岡 隆司    （虎子浪ＴＣ）             １４ 藤井 俊介    （グランチャ） 

１４ 上森 悠貴    （近畿大学）               １５ 前田 典昭    （Jellyfish） 

１６ 北川 直規   （坂井市役所テニス部）     １６ 藤井 哲弘    （ﾛｺ･ﾎﾞｰｲ&ｶﾞｰﾙ） 

１７ 小場 康史   （Let's play）             １７ 石田 卓也    （tennis villa） 

１８ 木戸口 和史  （フリークス）             １８ 土橋 彰      （県庁ＴＣ） 

１９ 砂畑 大輔  （いわし）                 １９ 神保 亨      （ＴＣルーブル） 

２０ 三池 英騎    （ＩＳＳ）                ２０ 山田 淳二    （福井ＴＣ） 

 

         

                                
 
 
 



平成２６年度福井市ランキング（女子） 

 

平成２７年２月 7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   （ペガサスＴＴ）            ２ 野崎 佳加里   （福井ＴＣ） 

３ 安本 典子     （宝永体協）                ３ 小林 千代花   （福井ＴＣ） 

４ 内田 奈穂美   （tennis villa）            ４ 松原 幸子     （Jellyfish） 

５ 佐々木 弘美   （ＭＴＫ）                  ５ 中田 小百合   （ペガサスＴＴ） 

６ 斉藤 和美     （虎子浪ＴＣ）           ６ 山内 ひろみ   （Ship's） 

７ 平井 瀬里香   （Jellyfish）               ７ 井上 貴代   （ＢＮＲ） 

８ 吉村 真希    （福井ﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団）      ８ 半田 由美     （Ship's） 

９ 荒河 純子     （Let's play）              ９ 斉藤 和美     （虎子浪ＴＣ） 

１０ 須甲 菜緒子   （ＳＡＳＣ）              １０ 天谷 美奈子   （Ship's） 

１１ 西東 眞紀代   （Let's play）            １０ 黒川 まどか   （Ship's） 

１２ 高田 和美     （フリークス）            １２ 菅安 美枝子   （ＭＴＫ） 

１３ 三好 希代美   （ＳＡＳＣ）              １３ 佐々木 弘美   （ＭＴＫ） 

１４ 佐々木 博美  （Let's play）            １４ 林 喜久美     （美山ＴＣ） 

１５ 谷間 美幸     （美山ＴＣ）             １５ 山下 奈巳     （福井ＴＣ） 

１６ 内田 葉土希   （仁愛女子高校）          １６ 石川 一美     （福井ＴＣ） 

１７ 松本 佳那子   （仁愛女子高校）          １７ 赤木 悠紀子   （J ｳｲﾝＴＣ） 

１８ 前田 英美   （宝永体協）              １８ 堂田 めぐみ   （いわし） 

１９ 植木 美鈴     （ＳＡＳＣ）              １８ 荒河 純子     （Let's play）   

２０ 渡辺 安美     （仁愛女子高校）          １８ 水冨 玖美     （Let's play） 

 
 

 


