
第1回 矢部清隆 広田卓哉 直江 田中 ＿ ＿ ＿ ＿

1978年 福井TC 福井TC 武生LTC 武生LTC

第2回 広田卓哉 寺前 直江 田中 ＿ ＿ 保倉 高原

1979年 福井TC 福井TC 武生LTC 武生LTC 信越化学 信越化学

第3回 本塚 角谷 北島 内田 ＿ ＿ 広滝 荒木

1980年 武生LTC 武生LTC 武生LTC 武生LTC 東洋紡敦賀 東洋紡敦賀

第4回 角谷 本塚 八幡 直江 ＿ ＿ 保倉 高原

1981年 武生LTC 武生LTC 武生LTC 武生LTC 信越化学 信越化学

第5回 角谷 本塚 中合 松島 ＿ ＿ ＿ ＿

1982年 武生LTC 武生LTC ﾄﾞｳｽﾎﾟｰﾂ ﾄﾞｳｽﾎﾟｰﾂTC

第6回 藤田 三仙 村中 中合 山村 小辻 ＿ ＿

1983年 ﾄﾞｳｽﾎﾟｰﾂTC ﾄﾞｳｽﾎﾟｰﾂTC ﾄﾞｳｽﾎﾟｰﾂTC ﾄﾞｳｽﾎﾟｰﾂTC 福井医大 福井教TC

第7回 八幡 黒田 中合 橘 吉村 篠原 ＿ ＿

1984年 北陸電力 ﾔｽﾏGTC ﾄﾞｳｽﾎﾟｰﾂ ﾌｸｲRTC 西公園TC 西公園TC

第8回 小林明男 広田卓哉 鈴木 落井 山村 丸尾 ＿ ＿

1985年 ﾔｽﾏGTC 県庁 武生LTC 武生LTC 福井医大 福井教TC

第9回 小林明男 津田 鈴木 黒田 山村 丸尾 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

1986年 ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC 武生LTC 武生LTC 福井医大 福井教TC

第10回 広田卓哉 岩田真次 橘 丸尾 ＿ ＿ 竹下 小林 中村 大西 西村 水戸

1987年 県庁TC ﾔｽﾏGTC ｹｰｱｲFTC ｹｰｱｲFTC 動燃TC 東洋紡TC 福井ﾏｯﾁﾎﾟｲﾝﾄ 福井ﾏｯﾁﾎﾟｲﾝﾄ ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC

第11回 小林明男 角谷 青山 丸尾 佐藤 高橋 ＿ ＿ 玉村 島本 阿部 伊賀

1988年 福井教TC ｹｰｱｲFTC ｹｰｱｲFTC ｹｰｱｲFTC 福井教TC 福井教TC 福井銀行 福井銀行 日之出TC ﾚｲﾝﾎﾞｰTC

第12回 角谷 池田 黒田知津枝 中島 ＿ ＿ 中浦正重 横山 野路 小林 辻 根上

1989年 ｹｰｱｲFTC ｳｨﾅｰｽﾞTC ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC 日信化学 日信化学 ｼﾃｨｰTC ｼﾃｨｰTC 丸岡ｸﾞﾘｰﾝ 丸岡ｸﾞﾘｰﾝ

第13回 熊田 山村好孝 毛利 海道 ＿ ＿ 佐々木 坂越 中川 五島 高橋 戒

1990年 ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC FMC FMC 中角TC 中角TC 福井銀行 福井銀行 ｶﾄﾚｱ ｶﾄﾚｱ

第14回 小林明男 龍田則幸 田中 横山 ＿ ＿ 中浦正重 松山 平鍋 川越 真保 清水

1991年 福井教職員TC 神中TC ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC 日信化学 県庁TC 福井新聞TC 福井新聞TC 宝永体協 日の出TC

第15回 秋山勝之 寺前賀津志 細川広乃 白木智子 欠戸 毛利 井上 吉村 川村 中村 高木 吉田

1992年 ﾌｸｲRTC ﾌｸｲRTC ﾔｽﾏGTC 福井銀行 県庁TC ｼﾃｨｰｸﾗﾌﾞ 吉野瀬TC 円山TC 福井教職員TC 福井教職員TC 福井高専TC 福井高専TC

第16回 秋山勝之 龍田則幸 黒田知津枝 八幡慶美 ＿ ＿ 竹下徳人 小林 茂 田中浩人 明光栄次 奥村武子 高卓洋子

1993年 ﾌｸｲRTC ﾌｸｲRTC ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC 動燃 東洋紡 ﾌｸｲRTC ﾌｸｲRTC どりいむ どりいむ

第17回 秋山勝之 龍田則幸 細川広乃 白木智子 ＿ ＿ 中浦正重 中村了三 下岡貞正 河合邦雄 河越佐知子 水崎雅子 田中清美 高橋加代子

1994年 ﾌｸｲRTC 神中TC ﾔｽﾏGTC 福井銀行 日信化学 信越化学 医大教職員TC 医大教職員TC 芦原TC 芦原TC 敦賀ｸﾞﾘｰﾝ 敦賀ｸﾞﾘｰﾝ

第18回 秋山勝之 龍田則幸 細川広乃 白木智子 毛利敏明 欠戸裕行 小林　茂 竹下徳人 平林 透 竹内将史 松村啓子 末永生乃 坪田加代子 宮崎洋子

1995年 ﾌｸｲRTC teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC ｼﾃｨｰTC 県庁TC T&A学 動燃 県庁TC 県庁TC ｺｽﾓTC すばる ﾌｸｲRTC ﾚｲﾝﾎﾞｰTC

第19回 秋山勝之 龍田則幸2 毛利紀代美 黒田知津枝 ＿ ＿ 佐藤義雄 中村圭佐 和田孝一 土畑秀彦 小野山貴美子 綿谷妙子 ＿ ＿

1996年 ﾌｸｲRTC teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC 福大教職員TC 福大教職員TC 永平寺TC 永平寺TC 丸岡ﾌﾚｯｼｭ 丸岡ﾌﾚｯｼｭ

第20回 龍田則幸 八杉竜生4 川﨑真由美 滝波 緑 ＿ ＿ 岩田真次 藤原満須夫 柿下雅俊 新谷明弘 田中幸枝 村田真理 ＿ ＿ 青山康子 有馬淑子

1997年 teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ ﾔｽﾏGTC 福井TC 福井TC 福井TC 福井TC 福井銀行 福井信金 福井医大教職員TC 福井医大教職員TC ﾔｽﾏGTC 敦賀ｸﾞﾘｰﾝ

第21回 秋山勝之 龍田則幸 細川広乃 白木智子 佐藤義雄 中村圭佐 松山松夫 中浦正重 西川英一 三兼嘉貴 林 美雪 上野 香 ＿ ＿ ＿ ＿

1998年 ﾌｸｲRTC teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC 福大教職員TC 福大教職員TC 県庁 日信化学 芦原TC 三国ﾎﾟｰﾑ Jｳｲﾝ Jｳｨﾝ

第22回 秋山勝之 龍田則幸2 秋山小百合 石田峰代 岩田真次 塚本宗茂 村上彰龍 船谷健吾 海貝知崇 福山貴久 近江美千子 吉田幸栄

1999年 ﾌｸｲRTC teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ ﾌｸｲRTC teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ 福井TC 福井TC 福井市役所TC 福井市役所TC 福井TC 福井TC 春山TC YYﾃﾆｽ

第23回 三仙陽一 川﨑雅司 毛利紀代美 黒田知津枝 本塚和夫 新谷和明 田中信行 山本孝雄 柳瀬民人 玉谷康浩 小沢幸代 斉藤 環 横山洋士 竹下徳人 青山康子 中出安子

2000年 福井TC 福井TC ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC 武生ｸﾗﾌﾞ 武生ｸﾗﾌﾞ T&A T&A 今立TC 今立TC 県庁TC 県庁TC 福井県ｼﾆｱ 福井県ｼﾆｱ ｵﾘｯｸｽﾌﾞﾘｯｼﾞ ｵﾘｯｸｽﾌﾞﾘｯｼﾞ

第24回 秋山勝之 坂川昌史 滝波 緑 川上美紀 山田耕示 中居達明 今野恵美子 吉田紀美代

2001年 teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ 福井TC ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾌﾘｰﾀﾞﾑ ﾌﾘｰﾀﾞﾑ 今立TC 今立TC

第25回 三仙陽一 川﨑雅司 滝波 緑 川上美紀 田中 誠 内田浩二 木内 彰 岡本直一 松井公子 野村 恵

2002年 福井TC 福井TC 福井TC public-f てにすｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ てにすｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 美山TC HEATTC 小浜ﾛｰﾝ 小浜ﾛｰﾝ

第26回 三仙陽一 川﨑雅司 毛利紀代美 黒田知津枝 中川次男 滝波正美 大西春樹 松浦英之 白崎恵子 伊藤由美子

2003年 福井TC 福井TC ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC 東安居TC 東安居TC ﾌﾟﾚｲｷｯｽﾞ ﾌﾟﾚｲｷｯｽﾞ 福井村田TC TEAMﾌﾟﾚｼﾞｬｰ

第27回 秋山勝之 坂川昌史 柳瀬民人 藤井哲弘 本藤和仁 伊集院猛志 滝波 緑 山田祐樹子 貴志深雪 為沢裕子 西田道子 山出真枝

2004年 teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ 坂美石工所 teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ 今立TC THTC THTC 福井TC public-f I.S.S 春山TC ｼｬｲﾝ ｼｬｲﾝ

第28回 小場康史 平谷清吾 吉田有貴 吉居慎二 吉田朝洋 岡田 誠 細川広乃 白崎真智子 赤木悠起子 辻本さき子 百野里美 後藤佐和子

2005年 ｹｰｱｲTC ｹｰｱｲTC 福大TC 福大TC ﾌﾞﾙｰﾏﾝTC ﾌﾞﾙｰﾏﾝTC ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC JｳｲﾝTC T&A poco　a　poco poco　a　poco

第29回 秋山勝之 坂川昌史 山口公平 土田喜幸 水谷隆充 野崎 誠 細川広乃 秋山小百合 松儀智美 岩崎真由美 長井佳代子 小木祐子

2006年 teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ 坂美石工所 福井高専TC 福井高専TC 北陸ﾄﾞﾙﾌｨｽﾞ 北陸ﾄﾞﾙﾌｨｽﾞ ﾔｽﾏGTC BNR てにすｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 医大教職員TC すまﾀﾞﾗ。 すまﾀﾞﾗ。

第30回 龍田則幸 青木勇武 宮口悠治 山田由己 丸井久明 岩本 修 滝波 緑 山田祐樹子 中田智子 桐生峰子 諸橋裕子 東出明恵

2007年 teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ Letspiay 東安居TC てにすｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ てにすｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 福井TC 福井TC てにすｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ てにすｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ JAEA JAEA

第31回 坂川昌史 秋山勝之 小泉勇樹 恵美直樹 坂本峰大 水口 誠 滝波 緑 山田祐樹子 柴田智津子 森崎佳子 西村恵子 岸本房子

2008年 坂美石工所 teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ 福井高専TC 福井高専TC ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽｸﾗﾌﾞ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽｸﾗﾌﾞ 福井TC 福井TC TCﾌﾞﾚｰｸ TCﾌﾞﾚｰｸ ﾋｭｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ JｳｲﾝTC

第32回 細川和希 清水 宮山 岩堀 谷口 松原 赤木悠起子 垣内清美 大塩 小保 高橋 本多

2009年 ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ ｸﾞﾗﾝﾁｬ ｸﾞﾗﾝﾁｬ JｳｲﾝTC ﾌﾟﾚｲｷｯｽﾞ ﾉﾝﾌﾟﾚｯｼｬｰ ﾉﾝﾌﾟﾚｯｼｬｰ teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ

第33回 細川翔平 廣瀬 古村 戸田 遠藤 加藤 増永由香里 垣内清美 横川 天谷 南 中島

2010年 ﾔｽﾏGTC ﾔｽﾏGTC POLY-TB POLY-TB UNISON UNISON SASC ﾌﾟﾚｲｷｯｽﾞ Ship's Ship's てにすｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ てにすｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ

第34回 浅岡隆司 小場康史 三浦 石本 高城 井田 寺地和枝 道上江利子 森 宮本 林 西

2011年 虎子浪TC Letspiay 三国ﾎﾟｰﾑ 三国ﾎｰﾑ JAEA JAEA 気比ｸﾗﾌﾞ ATP TCﾙｰﾌﾞﾙ TCﾙｰﾌﾞﾙ ｸﾞﾗﾝﾁｬ 東安居TC

第35回 小場康史 梅木陽一 福岡孝文 高林智紀 伊藤孝治 堂前喜靖 斉藤 佳 高橋絢子 南有有紀 八木敏恵 市橋睦恵 家高典子

2012年 Letspiay VILLAGE'S POLY-TB POLY-TB 三谷商事TC 宝永体協 ﾋｯﾄｲﾝﾄﾞｱTS tennisvilla ﾋｯﾄｲﾝﾄﾞｱTS ﾋｯﾄｲﾝﾄﾞｱTS JｳｲﾝTC JｳｲﾝTC

第36回 赤澤 愁 中村隆志 前田 内田 高橋絢子 野崎佳加里 芦田 須甲 大田 内田

2013年 CHECK'IN CHECK'IN M.Jrtennisvilla M.Jrtennisvilla tennisvilla 福井TC ATP SASC tennisvilla tennisvilla

第37回 秋山竜一 砂畑大輔 干村 梅田 赤木悠起子 中田小百合 上田 川嶋

2014年 東安居TC いわし 松岡TC 松岡TC JｳｲﾝTC ﾍﾟｶﾞｻｽTT JｳｲﾝTC JｳｲﾝTC

第38回 三田村亮実 廣瀬裕輝 長谷川純一 加藤忠彦 小林伸弘 小林尚史 滝波 緑 松原幸子 桐生峰子 中田智子 片岡八千代 田口恵美子

2015年 AW ﾋｯﾄｲﾝﾄﾞｱ selfish selfish ﾊﾘｷﾘｸﾗﾌﾞ ﾊﾘｷﾘｸﾗﾌﾞ 福井TC 福井市役所 tennisvilla tennisvilla Let'sPlay Let'sPlay

第39回 西田浩之 西口正剛 林 基史 佐野勇気 門和廣 渡辺秀治 野崎佳加里 松原幸子 石丸香織 宮下昌美

2016年 tennisvilla tennisvilla ｾｰﾚﾝTC 市役所TC Letspiay Letspiay 福井TC 福井市役所 ﾊﾘｷﾘｸﾗﾌﾞ ﾊﾘｷﾘｸﾗﾌﾞ

第40回 西田浩之 西口正剛 山本伸明 宮下勝也 - - 赤木悠起子 寺地和枝 石田由香里 山村美奈子 - -

2017年 tennisvilla tennisvilla Cerise Cerise JｳｲﾝTC 気比ｸﾗﾌﾞ ｾｰﾚﾝTC ｾｰﾚﾝTC

第4１回 赤澤 愁 中村隆志 浅井一貴 伊藤良樹 - - 松原幸子 吉田恵里 - - - -

2018年 teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ teamﾌﾟﾚｼﾞｬｰ AW-I AW-I 福井市役所TC tennisvilla

第42回 角井 城 山下祥平 武藤佑太 林 良雅 長谷川貴 立花 学 山内貴之 田中 淳 小新美奈子 吉田恵里 滝波 緑 中田小百合 - - - -

2019年 福井TC 福井TC ATP ﾌﾘｰｸｽ Cerise Cerise Cerise Cerise tennisvilla tennisvilla 福井TC ﾍﾟｶﾞｻｽTT

第43回 今井大二郎 中出康太 濱田充弘 松村一太朗 - - - - 佐々木美有 山内ひろみ 赤木悠起子 寺地和枝 - - - -

2020年 tennisvilla tennisvilla 福井TC CHECK'IN 福井TC Ship's JｳｲﾝTC 気比ｸﾗﾌﾞ

第44回 今井大二郎 中出康太 林 良雅 長谷川晴人 - - - - 内田葉土希 横村優希 佐々木美有 松浦ほのか - - - -

2021年 tennisvilla tennisvilla ﾌﾘｰｸｽ 勝山JTC TEAMﾌﾟﾚｼﾞｬｰ TEAMﾌﾟﾚｼﾞｬｰ 福井TC いわし

第45回 赤松雄一郎 小池修平 松田 勝 吉田悠人 - - - - 滝波 緑 中田小百合 野崎佳加里 青木真緒 - - - -

2022年 いわし いわし let'sPlay let'sPlay 福井TC tennisvilla 福井TC tennisvilla

福井県ダブルステニストーナメント大会　過去の優勝者

４０才以上

男子50才以上一般男子一部 一般女子一部 男子40才以上

男子Ａ級 男子Ｂ級 男子Ｃ級 女子Ａ級 女子Ｂ級 女子Ｃ級

二部 二部

女子

男子60才以上 女子55才以上

一般男子二部 一般女子二部

４５才以上 ５０才以上

一般男子 一般女子 女子
年度（回）

一般男子 一般女子 男子 男子

一部 一部 35才以上 ４５才以上

女子A級準優勝 女子B級優勝 女子B級準優勝男子A級優勝 男子A級準優勝 男子B級優勝 男子B級準優勝 女子A級優勝


