
第48回秋田県実業団（ビジネスパル）対抗テニス大会

期日 5月31日（日）
会場 秋田市北野田公園テニスコート

8:40
試合方法 3チームによるリーグ戦　8ゲームプロセット　セミアドバンテージ　D1・S・D2の順に行う。

出場チーム 監督 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 TDK 赤坂　朗 赤坂　朗 佐藤　弘幸 佐々木　真一 斎藤　順 小松　雄二 夏秋　英幸 井谷　智量 岡田　浩一 鈴木　倫明
2 秋田県庁 田口　良実 石井　典明 野中　隆 小林　貴司 木谷　貴則 田口　良実 高橋　浩
3 秋田市役所 石塚　鈴雄 佐々木　康元 熊谷　優 阿部　光孝 渡部　雄将 佐々木　健 石川　素央 貝沼　雄亮 佐藤　好幸 関　浩

第１２回秋田県チーム対抗テニス大会

期日 5月31日（日）
会場 秋田市北野田公園テニスコート

8:40
試合方法 トーナメント方式　１セットマッチノーアドバンテージ　D2・D1・Sの順に行う。　

コンソレーション　５ゲーム先取　４－４タイブレ　ノーアドバンテージ
＊天候その他の事情により、変更する場合もあり。

一般男子一部
出場チーム 監督 1 2 3 4 5 6
1 秋大医学部硬式庭球部A篠木　理沙 中䑓　雅人 川村　陽介 吉田　拓矢 佐藤　甫
2 秋大医学部硬式庭球部B篠木　理沙 湯浅　悠介 泉山　泰宏 大高　新 菊池　悠太
3 さとうテニスクラブA 佐藤　出 三浦　美喜雄 藤原　弘章 佐藤　出 安田　薫 佐藤　嘉洋
4 ユートピアA 小野　利英 小野　利英 佐藤　憲人 小場　和之 漆川　芳國
5 KC'S 相川　英夫 相川　英夫 田中　英樹 伊藤　和彦 高橋　智彦 酒井　達也 高橋　義武
6 愉快な仲間達 逸見　彰彦 伊東　和幸 渡辺　克志 木村　悟 榊田　隆文 逸見　彰彦
7 TEAM　C 大島　政人 添野　拓司 鎌田　吉久 高橋　浩平 古泉　聡

一般男子二部
出場チーム 監督 1 2 3 4 5 6 7
1 チョッパーズ 工藤　重巳 工藤　重巳 安倍　明義 神宮　豊 能登谷美由起 鳥井　保
2 秋田銀行 佐藤　聡 猪俣　栄司 岡田　聡 佐藤　基 佐藤　聡 加賀　智美 板倉　光来 斎藤　知弥
3 インプレス 塚田　健 塚田　健 近藤　洋二 斉藤　透 石川　健 小玉　飛鳥
4 YKTC 鈴木　チエ 大沢　昌三 太田　勇幸 山本　信夫 山本　郁子 奥山　玲子
5 THTC 安藤　欣也 安藤　欣也 相原　朝男 小松　芳英 佐藤　宏之 照井　良 鎌田　真一
6 秋田県庁テニス同好会 伊勢　和幸 伊勢　和幸 柴田　浩憲 渡邊　智聖 田口　香 細谷　隆太
7 泉テニスクラブ 伊藤　健二郎 伊藤　健二郎 大沼　留美子 加藤　真人 西川　裕之 三浦　優
8 五洋電子　GTO 大坂　悟 石井　良文 舘岡　陽子 新田　善己 天野　義孝 大坂　淳 渡辺　洋 大坂　悟
9 秋田石油備蓄A 江尻　宏 鈴木　重和 伊藤　晃 高橋　雅樹 諏訪　寿俊 佐藤　光子 後藤　節子
10 秋田石油備蓄B 江尻　宏 江尻　宏 夏井　茂 高橋　宏幸 重野　雅信 泉谷　忠司 諏訪　真紀子
11 秋田石油備蓄C 江尻　宏 安保　久男 高橋　政記 徳原　雄一 佐々木　功 大坂　真一 安保　日出子
12 シャー！ 佐藤　広行 田村　幸浩 菅沼　俊之 佐藤　広行 木次谷　恵美子 小田桐　博美
13 コスモステニスクラブ 佐藤　直文 田口　昭久 佐々木　英樹 佐藤　直文 佐々木　京介 今　幸喜智
14 ユートピアB 小野　利英 佐藤　良浩 中村　憲介 加賀　秀和 丹伊田　貴 斎藤　智喜
15 ユートピアC 小野　利英 熊谷　俊一 岡野　茂 藤田　優 佐藤　智 長谷川　聖子 今野　明美
16 さとうテニスクラブB 澤田　明 澤田　明 松田　駿広 三浦　重光 佐藤　尚介 三浦　由美子
17 ジャグレン 伊藤　知広 小林　三申 伊藤　知広 原田　剛 鈴木　健之 嶋崎　寛子 伊藤　由香里
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