
第１３回秋田県チーム対抗テニス大会

期日 ６月２７日（日） ディレクター　工藤恵子　　 レフェリー　　佐藤光子
会場 秋田県立中央公園テニスコート

8:40 一般男子三部は、９：３０
試合方法 トーナメント方式　8ゲームプロセット　ノーアドバンテージ　D2・D1・Sの順に行う。初戦は、打ち切りなし。

コンソレーション　1セットマッチ　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。
＊欠場、その他、何かありましたら、工藤（090-2607-3161）まで、連絡ください。

一般男子一部
出場チーム 監督 1 2 3 4 5 6 7 8

1 秋大医学部硬式庭球部A 川村　陽介 中䑓　雅人 川村　陽介 吉田　拓矢 鵜沼　篤
2 秋大医学部硬式庭球部B 大高　新 湯浅　悠介 泉山　泰宏 齋藤　淳哉 大高　新 笠間　史仁
3 ユートピアA 小野　利英 小野　利英 佐藤　憲人 加賀　秀和 小場　和之 夏秋　英幸
4 KC'S 田中　英樹 田中　英樹 相川　英夫 伊藤　和彦 高橋　智彦 酒井　達也
5 愉快な仲間達 逸見　彰彦 逸見　彰彦 渡辺　克志 伊東　和幸 榊田　隆文 木村　悟
6 ユートピアC 藤原　正典 藤原　正典 谷合　久憲 長嶋　勲 吉野　幹平
7 ＪＫ 矢壁　洋一 矢壁　洋一 高橋　直樹 和嶋　隆昌 佐々木　佑馬 村川　暁 奈良岡　友弥
8 秋田県立大学テニス倶楽部 三吉　一光 石井　典明 石井　宏明 小林　貴司 木村　幸治 佐々木　一平 相馬　智希
9 秋田県立大学テニス倶楽部ゴールド 三吉　一光 三吉　一光 高橋　浩 伊藤　健二郎 佐藤　吉之助 奈良　博道 高橋　義武 伊藤　元 福田　和人

10 TEAM　C 鎌田　吉久 鎌田　吉久 高橋　浩平 古泉　聡 高橋 航己 川村 高広

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Ａ 安倍　明義 安倍　明義 鳥井　保 保坂　智志 大坂　知里
2 チョッパーズＢ 工藤　重巳 工藤　重巳 能登谷美由起植村　清之 若林　孝 大坂　淳
3 イグニッション 塚田　健 塚田　健 土田　豪 佐々木　康仁 奥田　一志 武田　渉 久留原　香織
4 YKTC 鈴木　チエ 大沢　昌三 山本　信夫 山本　郁子 奥山　玲子 田中　憂子
5 THTCＡ 安藤　欣也 安藤　欣也 相原　朝男 小松　芳英 佐藤　宏之 照井　良
6 秋田石油備蓄A 江尻　宏 大坂　真一 繁野　雅信 高橋　雅樹 佐藤　光子 後藤　節子 鈴木　重和 菅原　弥三郎
7 秋田石油備蓄B 江尻　宏 江尻　宏 諏訪　寿俊 諏訪　真紀子 佐々木　功 高橋　宏幸 戸田　順子
8 秋田石油備蓄C 江尻　宏 夏井　茂 泉谷　忠司 安保　久男 徳原　雄一 安保　日出子 熊谷　清美 畑澤　友子
9 ウィークエンダーズ 加藤　真人 三浦　優 加藤　真人 高橋　明久 西川　裕之 大沼　留美子

10 ユートピアB 小野　利英 長谷川　聖子 今野　明美 佐藤　良浩 熊谷　俊一 佐藤　智 丹伊田　貴 田中　直人
11 さとうテニスクラブ 松田　駿広 澤田　明 松田　駿広 三浦　重光 藤原　弘章
12 中通総合病院 加藤　徹 加藤　徹 菅原　厚 金　宏 金　里奈 秋浜　晋 福田　耕二 上野　知尭
13 inty+（Ｃ） 芹田　雅弥 芹田　雅弥 池田　修 三塚　克彦 三浦　一永 川代　崇文
14 ルネッサンス+２ 菅沼　和子 田村　幸浩 菅沼　俊之 田口　順子 久米　巳弥子 菅沼　和子
15 秋田県庁テニス同好会 木谷　貴則 渡辺　清衛 伊勢　和幸 柴田　浩憲 細谷　隆太 木谷　貴則

一般男子三部
1 ＥＴＡ 戸松　博 戸松　博 田中　哲 田中　憂子 斉藤　毅 戸松　美紀
2 THTCＢ 鎌田　真一 鎌田　真一 岸部　有三 斉藤　大我 鎌田　道子 白瀬　順子
3 Team Free Style 進藤　一弥 大庭　健太 進藤　一弥 佐藤　雅也 横山　篤
4 ショッぺーズ 工藤　順子 工藤　順子 古巣　修子 鈴木　忍 泉谷　未知子 工藤　恵子 渡辺　綱平

一般女子
1 さとうテニスクラブ女子 松田　駿広 佐藤　啓子 竹嶋　幸美 藤原　千枝美 三浦　由美子
2 inty+ 鈴木　美菜 鈴木　美菜 遠藤　里子 船木　歌織 東海林　綾 高橋　晶子
3 ＴＥＡＭＣレディース 田中　花枝 水澤　綾香 小玉　実保子 古泉　妙子

受付終了時間



第１２回秋田県チーム対抗テニス大会

一般男子一部

一般男子二部

一般男子三部 一般女子 リーグ戦

1

2

3

4 ショッぺーズ

ＴＥＡＭ　Ｃ　レディース

2 ＥＴＡ さとうテニスクラブ女子

3 Team Free Style inty+

15 秋田石油備蓄C

16 ルネッサンス+２

1 THTC　Ｂ

12 秋田県庁テニス同好会

13 チョッパーズＢ

14 中通総合病院

9 チョッパーズＡ

10 THTC　Ａ

11 秋田石油備蓄B

6 inty+（Ｃ）

7 イグニッション

8 ユートピアB

3 ウィークエンダーズ

4 さとうテニスクラブ

5 秋田石油備蓄A

10 愉快な仲間達

1 YKTC

2 ＢＹＥ

7 秋大医学部硬式庭球部B

8 秋田県立大学テニス倶楽部ゴールド

9 ユートピアC

4 秋田県立大学テニス倶楽部

5 ユートピアA

6 KC'S

1 TEAM　C

2 ＪＫ

3 秋大医学部硬式庭球部A


