
９コート １０コート １３コート ５コート ７コート ８コート
福井No1ｖｓ岐阜No1 福井No2ｖｓ岐阜No2 福井No3ｖｓ岐阜No3 福井No1ｖｓ岐阜No1 福井No2ｖｓ岐阜No2 福井No3ｖｓ岐阜No3

岩井　　　木本 原　　　加藤 向坂　　山田 山内　　　梶田 則包　　　大前 大久保　　　白岩
亀井　　　中嶋 平井　　　和田 大西　　岩本 寺地　　　松下 西尾　　　松波 池端　　　石田

結果 ５　　　　６ ６　　　　５ １　　　　６ ６　　　　４ １　　　　６ ３　　　　６
福井No4ｖｓ岐阜No4 岐阜No2ｖｓ三重No2 福井No3ｖｓ三重No3 福井No4ｖｓ岐阜No4 岐阜No2ｖｓ三重No2 福井No3ｖｓ三重No3

家高　　　工藤 加藤　　　西村 向坂　　平野 藤村　　　渡辺 大前　　　浦川 大久保　　　澤田
市橋　　　大蔵 和田　　　西脇 大西　　久保 藤村　　　服部 松波　　　中川 池端　　　黒野

結果 ０　　　　６ ６　　　　１ ３　　　　６ ５　　　　６ １　　　　６ １　　　　６
福井No4ｖｓ三重No4 福井No1ｖｓ三重No1 岐阜No3ｖｓ三重No3 福井No4ｖｓ三重No4 福井No1ｖｓ三重No1 岐阜No3ｖｓ三重No3

家高　　　松下 岩井　　　川合 山田　　　平野 藤村　　　新村 山内　　　裏川 白岩　　　澤田
市橋　　　伊藤 亀井　　　松岡 岩本　　　久保 藤村　　　山根 寺地　　　義基 石田　　　黒野

結果 ３　　　　６ ６　　　　１ ６　　　　２ ３　　　　６ ２　　　　６ ６　　　　３
岐阜No4ｖｓ三重No4 岐阜No1ｖｓ三重No1 福井No2ｖｓ三重No2 岐阜No4ｖｓ三重No4 岐阜No1ｖｓ三重No1 福井No2ｖｓ三重No2

工藤　　　松下 木本　　　川合 原　　　西村 渡辺　　　新村 梶田　　　裏川 則包　　　浦川
大蔵　　　伊藤 中嶋　　　松岡 平野　　　西脇 服部　　　山根 松下　　　義基 西尾　　　中川

結果 ６　　　　１ ６　　　　１ ６　　　　２ ６　　　　３ １　　　　６ ３　　　　６
昼食

岐阜No1ｖｓ福井No2 福井No1ｖｓ三重No2 三重No1ｖｓ岐阜No2 岐阜No1ｖｓ福井No2 福井No1ｖｓ三重No2 三重No1ｖｓ岐阜No2
木本　　　原 岩井　　　西村 川合　　　加藤 梶田　　　則包 山内　　　浦川 裏川　　　大前

中嶋　　　平野 亀井　　　西脇 松岡　　　和田 松下　　　西尾 寺地　　　中川 義基　　　松波
結果 ３　　　　４ ４　　　　１ ０　　　　４ ４　　　　０ ４　　　　２ ４　　　　２

岐阜No3ｖｓ福井No4 福井No3ｖｓ三重No4 三重No3ｖｓ岐阜No4 岐阜No3ｖｓ福井No4 福井No3ｖｓ三重No4 三重No3ｖｓ岐阜No4
山田　　　家高 向坂　　松下 平野　　　工藤 白岩　　　藤村 大久保　　　新村 澤田　　　渡辺
岩本　　　市橋 大西　　伊藤 久保　　　大蔵 石田　　　藤村 池端　　　山根 黒野　　　服部

結果 ４　　　　３ ０　　　　４ ０　　　　４ ３　　　　４ 2　　　　４ ３　RET　２
岐阜No1ｖｓ三重No2 福井No1ｖｓ岐阜No2 三重No1ｖｓ福井No2 岐阜No1ｖｓ三重No2 福井No1ｖｓ岐阜No2 三重No1ｖｓ福井No2

木本　　　西村 岩井　　　加藤 川合　　　向坂 梶田　　　浦川 山内　　　大前 裏川　　　則包
中嶋　　　西脇 亀井　　　和田 松岡　　　大西 松下　　　中川 寺地　　　松波 義基　　　西尾

結果 ４　　　　０ １　　　　４ ２　　 　４ ４　　　　０ ４　　　　１ ４　　　　１
岐阜No3ｖｓ三重No4 福井No3ｖｓ岐阜No4 三重No3ｖｓ福井No4 岐阜No3ｖｓ三重No4 福井No3ｖｓ岐阜No4 三重No3ｖｓ福井No4

山田　　　松下 向坂　　工藤 平野　　　家高 白岩　　　新村 大久保　　　渡辺 澤田　　　藤村
岩本　　　伊藤 大西　　大蔵 久保　　　市橋 石田　　　山根 池端　　　服部 黒野　　　藤村

結果 ４　　　　１ ０　　　　４ ３　　　　４ ４　　　　２ W.O ２　　　　３

第20回　福井県・岐阜県・三重県　親睦テニス大会　　令和元年１２月５日(木）　　四日市テニスセンター

（１部）　フレッシュ （２部）　一般

10:00～

13:00～



１４コート １５コート １６コート １１コート １２コート
福井No1ｖｓ岐阜No1 福井No2ｖｓ岐阜No2 福井No3ｖｓ岐阜No3 福井No1ｖｓ岐阜No1 福井No2ｖｓ岐阜No2

山岸　　　今井 大塩　　　久納 冨田　　　大脇 織田　　　伊藤 蓑輪　　　武藤
斉藤　　　竹内 小保　　　高桑 中根　　　河村 水田　　　熊田 石塚　　　山口

結果 ０　　　　６ ２　　　　６ ６　　　　２ ６　　　　３ ０　　　　６
福井No4ｖｓ岐阜No4 岐阜No2ｖｓ三重No2 福井No3ｖｓ三重No3 岐阜No1ｖｓ三重No1 岐阜No2ｖｓ三重No2

上野　　　安藤 久納　　　浅生 冨田　　　笠井 伊藤　　　蛭川 武藤　　　黒田
林　　　浅野 高桑　　　伊藤 中根　　　松浦 熊田　　　池山 山口　　　加藤

結果 ２　　　　６ ５　　　　６ ２　　　　６ ２　　　　６ ６　　　　１
福井No4ｖｓ三重No4 福井No1ｖｓ三重No1 岐阜No3ｖｓ三重No3 福井No1ｖｓ三重No1 福井No2ｖｓ三重No2

上野　　　加藤 山岸　　　木下 大脇　　　笠井 織田　　　蛭川 蓑輪　　　黒田
林　　　大井 斉藤　　　獅子堂 河村　　　松浦 水田　　　池山 石塚　　　加藤

結果 １　　　　６ １　　　　６ ３　　　　６ ３　　　　６ ３　　　　６
岐阜No4ｖｓ三重No4 岐阜No1ｖｓ三重No1 福井No2ｖｓ三重No2 個人戦→ 岐阜No1ｖｓ福井No2 福井No1ｖｓ岐阜No2

安藤　　　加藤 今井　　　木下 大塩　　　浅生 伊藤　　　蓑輪 織田　　　武藤
浅野　　　大井 竹内　　　獅子堂 小保　　　伊藤 熊田　　　石塚 水田　　　山口

結果 ２　　　　６ ６　　　　２ ０　　　　６ ０　　　　４ ２　　　　４
昼食

岐阜No1ｖｓ福井No2 福井No1ｖｓ三重No2 三重No1ｖｓ岐阜No2 役員 三重No1ｖｓ福井No2
今井　　　大塩 山岸　　　浅生 木下　　　久納 福井県ｖｓ岐阜県 蛭川　　　蓑輪
竹内　　　小保 斉藤　　　伊藤 獅子堂　　　高桑 池山　　　石塚

結果 ４　　　　０ ２　　　　４ ０　　　　４ ４　　　　１
岐阜No3ｖｓ福井No4 福井No3ｖｓ三重No4 三重No3ｖｓ岐阜No4 役員 福井No1ｖｓ三重No2

大脇　　　上野 冨田　　　加藤 笠井　　　安藤 福井県ｖｓ三重県 織田　　　黒田
河村　　　林 中根　　　大井 松浦　　　浅野 水田　　　加藤

結果 ４　　　　２ ４　　　　２ ４　　　　２ ４　　　　１
岐阜No1ｖｓ三重No2 福井No1ｖｓ岐阜No2 三重No1ｖｓ福井No2 役員 三重No1ｖｓ岐阜No2

今井　　　浅生 山岸　　　久納 木下　　　大塩 福井県ｖｓ岐阜県 蛭川　　　武藤
竹内　　　伊藤 斉藤　　　高桑 獅子堂　　　小保 池山　　　山口

結果 ２　　　　４ ３　　　　４ ４　　　　１ １　　　　４
岐阜No3ｖｓ三重No4 福井No3ｖｓ岐阜No4 三重No3ｖｓ福井No4 役員 岐阜No1ｖｓ三重No2

大脇　　　加藤 冨田　　　安藤 笠井　　　上野 伊藤　　　黒田
河村　　　大井 中根　　　浅野 松浦　　　林 熊田　　　加藤

結果 ０　　　　４ ４　　　　０ ４　　　　３ １　　　　４

（４部）　６０歳以上

第20回　福井県・岐阜県・三重県　親睦テニス大会　　令和元年１２月５日(木）　　四日市テニスセンター

（３部）　５０歳以上

10:00～

13:00～


