
第第第第２０２０２０２０回秋田県冬季室内回秋田県冬季室内回秋田県冬季室内回秋田県冬季室内ダブルステニスダブルステニスダブルステニスダブルステニス選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会
　　　（兼第２４回東北インドア選手権大会予選会）

期日 平成２１年１月１０日（土）～１２日（月）
会場 秋田市北野田公園テニスコート（アリーナ２面）

ディレクター 萩庭　純
レフェリー 工藤　恵子
試合方法 ８ゲームプロセット（セミアドバンテージ）

場合により変更する場合もあり。

受付終了時間
１０日

一般女子Bダブルス １Ｒ 8:40 ２Ｒ 11:00
男子４５才ダブルス １Ｒ 10:00 ２Ｒ 12:00
一般男子Aダブルス １Ｒ 14:30
一般男子Bダブルス １・２番 14:30 ３番 15:30
一般女子Aダブルス １・２番 14:00 ３番 15:30

１１日
一般女子Bダブルス SF 8:40
男子３５才ダブルス １Ｒ 9:20 ２Ｒ 13:00
男子４５才ダブルス SF 10:00
一般男子Aダブルス ２Ｒ 13:00
女子４０才ダブルス １Ｒ 10:30 ２Ｒ 13:00

☆男子Bダブルス・女子Bダブルスは秋田県大会のみ。
　　その他の種目は東北インドア大会の予選会を兼ねる。
☆受付時に選手登録証の提示をお願いいたします。
☆参加できなくなったときには、レフェリー（090-2607-3161）まで、連絡ください。
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仮仮仮仮ドロードロードロードロー 平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日

北野田公園北野田公園北野田公園北野田公園テニスコートテニスコートテニスコートテニスコート

男子男子男子男子AAAAダブルスダブルスダブルスダブルス
鎌田　吉久　 高橋　航己
泉ＴＣ 県大倶楽部
降矢　大悟 石川　大介
for-kranz for-kranz
川村　高広 秋山　諒
明桜高校 秋田商業高校
佐藤　弘幸 夏秋　英幸
ＴＤＫ ＴＤＫ
森下　良平 高橋　智彦
大館ローン ＺＩＭＡ

一般男子一般男子一般男子一般男子ＢＢＢＢダブルスダブルスダブルスダブルス リーグ戦
1 高橋　譲 太田　勇幸

ＹＫＴＣ 横手ローン
2 澤畑　恒来 榎本　清人

ＡＡＣ ＡＡＣ
3 板橋　駿 磯和　賢考

ＡＡＣ ＡＡＣ

男子男子男子男子３５３５３５３５才才才才ダブルスダブルスダブルスダブルス
大島　政人 渡辺　克志
ＴＥＡＭ　Ｃ ＡＡＣ
足利　徹 鎌田　慎一
サンライズ サンライズ
木谷　貴則 伊勢和幸
県庁テニス同好会 県庁テニス同好会

長谷部　健 神代　一司
雄和ＴＣ ＫＣ’Ｓ
安倍　明義 諏訪　寿俊
チョッパーズ （株）秋備テニス部

小場　和之 加藤　文雄
ユートピア ＫＣ’Ｓ

男子男子男子男子４５４５４５４５才才才才ダブルスダブルスダブルスダブルス
萩庭　純 佐々木　秀幸
（株）相場商店 山王ＴＣ
相原　朝男 佐藤　宏之
ＴＨＴＣ ＴＨＴＣ
長岡　光夫 木村　悟
大館ローン 大館ローン
浅利　貢 杉林　正光
鹿角ＴＣ 鹿角ＴＣ
小野　利英 赤坂　朗
ユートピア ＴＤＫ
相川　英夫 高橋　義武
ＫＣ’Ｓ ＫＣ’Ｓ
三吉　一光 漆川　芳國
県大倶楽部 ユートピア
高橋　明久 西川　裕之
横手ローン 泉TC
高橋　健一 湯沢　俊一
鹿角ＴＣ 鹿角ＴＣ
鎌田　真一 小松　芳英
ＴＨＴＣ ＴＨＴＣ
榊田　隆文 逸見　彰彦
ルネッサンス ユートピアTA
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平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日

北野田公園北野田公園北野田公園北野田公園テニスコートテニスコートテニスコートテニスコート

一般女子一般女子一般女子一般女子ＡＡＡＡダブルスダブルスダブルスダブルス リーグ戦

1 中川　心 鳴海　舞子
サンライズ サンライズ

2 佐藤　加奈子 小玉　陵
サンライズ サンライズ

3 菅原　愛 諏訪　真紀子
ＴＥＡＭ　Ｃ （株）秋備テニス部

女子女子女子女子BBBBダブルスダブルスダブルスダブルス
鈴木　忍 大島　楓歩
ＡＡＣ ＡＡＣ
大坂　知里 佐々木　舞
聖霊高校 聖霊高校
川浪　令子 庄司　とも子
ALTC ALTC
三浦　暁子 吉田　昭子
山王ＴＣ 山王ＴＣ
土井莉里子 高桑　美波
聖霊高校 聖霊高校
後藤　絢美 佐藤　理沙
聖霊高校 聖霊高校
杉山　直子 高桑　幸子
ALTC ALTC
戸井田友恵 佐々木美夏
聖霊高校 聖霊高校
工藤　順子 能登谷美由紀
チョッパーズ チョッパーズ
舘岡　陽子 田口　香
能代市テニス協会 県庁テニス同好会

保坂あゆみ  鈴木麻美子
聖霊高校 聖霊高校
山崎　遥 川尻　和佳 
聖霊高校 聖霊高校

女子女子女子女子４０４０４０４０才才才才ダブルスダブルスダブルスダブルス
白瀬　敬美 高田　裕子
ＡＡＣ ＴＥＡＭ　Ｃ
奥山　玲子 鎌田　道子
横手ローン THTC
小田桐　博美 木次谷恵美子
ルネッサンス 大館ローン
中山　美枝子 高崎　真智子
ＡＡＣ ＡＡＣ
佐藤　信子 小山　みづほ
ALTC 横手ローン
大沼　留美子 信田　雅子
泉ＴＣ ＡＡＣ
工藤　恵子 神代　朱美
ＡＡＣ ＫＣ’Ｓ
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