
●男子/福井運動公園県営テニス場

原 稔 西野 二三夫 東谷 孝一 森田 陽介

田中 秀樹 中野 究 細川 哲志 青木 博史

山田 淳二 山口 智行 伊藤 和人 岩本 修一

松村 聡 屋武 雅広 福岡 幸樹 藤田 昭一

砂山 千明 青木 勇武 山本 隆彦 山下 剛志

天谷 英介 森田 末廣 前田 典昭 三浦 尚人

赤澤 悠 小倉 学 林 凌平 戸田 義典

中村 隆志 田中 浩人 杉岡 智史 森園 斉

真橋 尚吾 川崎 翔平 江川 浩視

石川 直紀 池田 良史 星田 典行

村田 泰斗 清水 公一 野坂 幸治

里見 裕之 谷 翔太 摩垣 浄心

海貝 知崇 松塚 竹彦 田中 厚三

藤井 俊介 林 義彦 松本 学

田畑 勝朗 山下 幹矢

吉川 和博 竹下 岳志 大島 久尚 村田 拓也

児泉 豪 坂井 正之 松原 充郎 長谷川 雅則

北川 敬喜 山田 嘉晴 白崎 文英 北井 隆平

八木 健文 清水 陽介 吉田 有貴 百田 辰之

岡田 壮平 竹澤 健児 佐野 勇気 大谷 孝博

浅岡 隆司 福山 貴久 山口 公平 河合 邦雄

小場 康史 西村 隆吉 本田 和広 岡本 昌之

木戸 徹 前川 聡史 砂畑 大輔 木村 有一

赤松 雄一郎 後藤 基浩 三上 吉治 本多 桂

割出 勝夫 土畑 秀彦 南 寿佳 内田 郁夫

中山 博登 松浦 一樹 仙坊 強司 森 哲也

垣内 義則 高嶋 佑輔 細江 隆大 北井 秀平

古村 朗 村田 哲人

清水 誠也

恩地 三喜男 藤井 哲弘 石井 忠博 木村 康則

川崎 雅司 中林 章一 倉内 錬一 宮崎 浩次

上森 悠木 清水 勝弘 林 基史 河島 信幸

小竹原 明啓 木原 翔太 北川 直規 笹本 豊松

山下 勇樹 佐々木 正則 石田 隆英 佐々木 卓也

岩瀬 大祐 田中 強 田中 康裕 廣澤 康介

福井 猛彦 横山 慶一郎 横井 勇輔 高野 博之

梅木 陽一 木原 峰範 土田 裕 藤田 一郎

三仙 陽一 福岡 義則 岩田 雅広 末政 哲也

谷川 和巳 杉原 吉紀 土井 智文 山崎 親宏

三田村 亮実 田中 快一 加藤 忠彦 森内 衛

野崎 俊祐 細田 浩司 林 伸治

野崎 俊也 西藤 元博 滝川 絢一郎

濱田 充弘 伊部 稲志明 滝川 創史郎

山本 昌寛 土橋 彰

上良 法央 秋山 竜一 玉村 純一 森田 和則

岩佐 和憲 鈴木 健幸 島本 徹 高島 賢太郎

梅田 直史 堀川 諒 前波 茂樹 山口 達郎

黒川 浩次 石森 翔 田中 一彦 牧田 浩孝

佐野 将志 前田 達紀 伊井 隆詞 辻 友和

塩田 達也 加藤 尚也 増田 祐一郎 松田 隆幸

竹嶋 孝介 加藤 晋吾 佐藤 祐介 片山 祥則

福島 幸三 松波 啓太 岑吉 翼 福田 慎也

三池 英騎 中川 次男 田中 俊己 板庇 正直

三池 寧弥 恐神 正博 杉坂 昌紀 伊吹 司

大久保　 文義 松村 良司 中村 壮志

奥川 清久 藤田 拓磨

沢波 正美 白崎 洋人

下中 栄治 天野 和哉

山口 健太郎
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辻 克己 佐藤 義雄

西山 敏和 新谷 真功

堀 博樹 福田 萬

藤田 正徳 王 栄龍

井上 達裕 川崎 大介

高野 務 木内 匡大

川上 良一 山口 光男

大井 慎一郎 嶋崎 公英

鈴木 康司 海貝 治長

李 昌烈 日谷 誠

中村 寛一郎 山本 恭弘

半田 信和 丹羽 英史朗

朝倉 善佑 水上 満雄

渡辺 章寛 小森 理

大門 信輔

安本 桂樹 山崎 恒夫

佐藤 信一 清水 信之

竹生 秀浩 伊藤 孝治

金子 茂 畑 勇治郎

竹川 雅裕 後藤 克彦

立木 崇 中村 享平

堂前 喜靖 立尾 昌彦

猿橋 賢 山崎 幹太

小川 政宏 山崎 健人

田中 敏朗 坪川 栄一郎

岡本 直一 斎藤 尚弘

荒川 守

佐々木 肇

松田 充生

松田 浩一

姉崎 智士 松田 聡

岩井 晃男 石田 卓也

小林 直樹 高橋 寛樹

佐々木 洋 松尾 直輝

藤田 憲昭 山口 大輔

藤村 真吾 坂本 靖

前田 陽祐 松田 知也

宮川 哲哉 遠藤 健太

前田 修一 瀧 圭介

大馬崎 友彦

岩崎 慶太

宮川 昌樹

岩本 喜洋 青木 亮太

内田 敏明 宮下 勝也

木村 勝彦 渡辺 浩

欠戸 裕行 山本 伸明

近藤 幸治 五十嵐 隆史

増田 敦士 竹内 奨

高島 善弘 吉岡 潤

仲橋 欣哉 奥田 孝弘

飛石 勝

高瀬 恵一郎

鈴木 裕介

吉澤 敏一

山内 英明

山腰 俊治
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●女子/福井市わかばテニスコート

木戸 聡美 瀬戸 奈緒美 勝木 英子 中川 好美

石川　 一美 本多 薫 野尻 奈緒 大西 淑子

井上 貴代 竹村 博美 林 喜久美 和田 真由美

垣内 清美 冨田 享幸 平井 美以子 手鹿 寛子

小林 千代花 彦坂 悦子 牧田 知亜希 門 恵美

斉藤 佳 轟　 博美 三屋 京子 佐藤 五十江

砂村 憲子 谷間 美幸 笹岡 由美子

滝波 緑 山口 浩実

堂田 めぐみ 岩崎 真由美

中島 亮子

野崎 佳加里

橋本 弘美

久守 美幸

山田 祐樹子

山本 昌代

山下 奈巳 大久保 留美子 丹羽 優子 中田 智子

前田 香奈絵 池端 知子 田川 美樹 奥野 好美

山内 ひろみ 為沢 裕子 前田 有美 桐生 峰子

黒川 まどか 木米 利恵 河野 恵子 喜多 和津代

伊藤 文子 近江 美千子 西東 眞紀代 中塚 典子

内山 仁子 南部 和美 吉田 安紀子 澤 良子

半田 由美 前田 恵美子 田中 知子 酒師 ひさ子

松村 結奈 舟木 久子 佐々木 博美 小谷内 恵美子

市原 優 山岸 知子 市橋 祐美子

天谷 美奈子 上良 紀枝 田口 恵美子

三池 遼香

三仙 比佐子

細川 広乃 滝波 由子 安本 典子 岩本 育子

白崎 真智子 山本 雅子 安本 紗也 寺嶋 ゆかり

中嶋 由利 藤山 多美子 藤木 裕美 川端 早苗

野阪 和代 西川 幸子 明石 みちる 長谷川 克江

中田 小百合 重盛 悦子 前田 智佳 高田 美根子

吉田 幸栄 畑 淳子 田中 英子 山田 博美

浦島 由紀子 山口 節子 長谷川 真輝 高間 博子

笠島 小百美 畑 恵子 吉川 理恵 石丸 香織

寺嶋 智子 前田 英美 竹島 ふじ子

宮下 昌美

松下 麻衣子

中川 幸恵

横山 梨絵

岩尾 あさみ

鈴木 由紀子

織田 喜美栄

水田 衣美

鈴木 由美子

山下 なるみ

佐々木 弘美

菅安 美枝子

藤田 裕子

南本 淑恵
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