
主 催 秋田県テニス協会

後 援 秋田県体育協会 大仙市教育委員会

デ ィ レ ク タ ー 榊田 隆文

レ フ ェ リ ー 長井 健

会 場 大仙市総合公園テニスコート（山の手ホテル前）

受 付 終 了 時 間 8時40分
（8時から8時30分まではコートを開放します）

使 用 ボ ー ル ダンロップ フォート

服 装 テニスウェアを着用のこと

試 合 方 法 ①受付け終了後、組み合わせ抽選を行います

②３または４ペアの予選リーグ
５ゲーム先取４－４タイブレーク（７ポイント）、セミアドバンテージ

③予選終了後、１，２位、３，４位トーナメント
６ゲーム先取５－５タイブレーク（７ポイント）セミアドバンテージ

（試合方式は変更になることもありますので、ご了承ください）

④セルフジャッジ

第２１回秋田県オープンミックスダブルステニス選手権



２００９年度 県ミックスダブルス エントリー

お名前 所属団体 お名前 所属団体

1 逸見 彰彦 フリー 小田桐 博美 ルネッサンスTC

2 西川 裕之 泉TC 大沼 留美子 泉TC

3 田口 昭久 コスモスTC 田口 順子 コスモスTC

4 工藤 重己 チョッパーズ 能登谷 美由起 チョッパーズ

5 小場 和之 ユートピアTA 竹内 万里子 フリー

6 池田 安夫 大曲ラブオールテニスクラブ 高橋 江梨子 大曲ラブオールテニスクラブ

7 山本 信夫 YKTC 山本 郁子 YKTC

8 古泉 聡 フリー 古泉 妙子 フリー

9 佐藤 直文 コスモステニスクラブ 佐藤 都紀 コスモステニスクラブ

10 三浦 優 泉テニスクラブ 三浦 里奈 秋田山王テニス倶楽部

11 鎌田 吉久 TEAM C 水澤 綾香 TEAM C

12 鳴海 舞子 サンライズテニスクラブ 加藤 文雄 KC'S

13 熊谷 優 サンライズ 中川 心 サンライズ

14 今野 明美 ユートピア 加賀 秀和 ユートピア

15 大坂 淳 潟上市テニス協会 舘岡 陽子 能代市テニス協会

16 高橋 智彦 ZIMA 川辺 明子 ZIMA

17 森下 良平 大館ローン 小笠原 紅 大館ローン

18 佐々木 秀樹 コスモスTC 吉野 和加子 コスモスTC

19 和泉 洋介 横手ローン 伊藤 あかり 横手ローン

20 脇 久子 雄和TC 佐々木 省三 雄和TC

21 榊田 隆文 ルネッサンス 伊藤 真理子 大曲ラブオール

22 高山 裕矢 ルネッサンステニスクラブ 小山 みづほ 横手ローン

23 木村 悟 大館ローン 木次谷 恵美子 大館ローン

24 佐々木 紗恵子 フリー 伊東 和幸 三菱マテリアル

25 伊勢 和幸 秋田県庁テニス同好会 田口 香 秋田県庁テニス同好会

26 鎌田 尚子 AAC 小松 芳英 THTC

27 木村 玲美 国際教養大学 佐藤 亮介 国際教養大学

28 鈴木 光 国際教養大学 瀬戸川 麻結 国際教養大学

29 小松 幸男 フリー 小松 涼子 フリー

30 長井 健 ルネッサンス 藤原 久美子 サンライズ

31 高橋 卓士 ZIMA 鈴木 忍 ZIMA

32 佐々木 菊広 大曲ラブオールテニスクラブ 佐藤 千鶴子 ルネッサンスTC

33 安藤 欣也 ＴＨＴＣ 松原 巧 松原印刷社

34 相原 朝男 ＴＨＴＣ 鎌田 道子 THTC

35 佐藤 宏之 ＴＨＴＣ 白瀬 順子 山王テニス倶楽部

36 高橋 忠男 山王テニス倶楽部 佐藤 章子 山王テニス倶楽部

37 熊谷 俊一 ユートピア 長谷川 聖子 ユートピア

38 佐藤 広行 ルネッサンステニスクラブ 佐藤 美貴子 大曲ラブオールテニスクラブ

39 鳥井 保 チョッパーズ 鳥井 実里 チョッパーズ

40 渡辺 政広 大館ローン 金森 英子 大館ローン

41 安倍 明義 チョッパーズ 石田 順子 AAC

42 泉谷 忠司 秋備 田中 花枝 秋備


