
デイレクター　　　工藤　重己
レフェリー　　　　　高原　千寿子

期日 平成２３年９月１０日～１１日
会場 秋田県立中央公園

集合時間
１0日（土） 1Ｒ

2Ｒ
女子A・Ｂ シングルス
男子Ａ・Ｂ・45才ダブルス 1Ｒ

2Ｒ
女子Ａ・Ｂダブルス
女子40ダブルス

試合日程予定
１0日（土） 男子Ａシングルス ３Ｒまで

男子Ａダブルス ３Ｒまで
男子４５才シングルス ３Ｒまで
男子４５才ダブルス ３Ｒまで
他はすべて行う。

＊天候その他の状況により、変更する場合もあり。

＊一般男子Ａダブルス、Ｂダブルス、男子４５才ダブルス、一般女子Ａダブルス、女子４０才ダブルス
　　優勝者には、東北ダンロップ（１０月８日～９日、八戸市）への出場権を与える。
＊場合により、試合方法、日程等、変更する場合がある。
＊氏名所属参加クラス等の間違いがあった場合、早めに連絡ください。
　　また、大会前日当日の欠場等の連絡はレフェリー高原（090-2793-4476）まで、お願いします。

男子Ａシングルス ８ゲームプロセット/セミアドバンテージ
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男子Ａ・Ｂ・45才シングルス

(TDK)

奈良岡　友弥

16

夏秋　英幸 (TDK)

鎌田　吉久 (TEAM C)

高橋　智彦 (ＺＩＭＡ＠那波紙店.com)

10 ＢＹＥ

32②

ＢＹＥ

(サンライズ)

石井　典明

15 ＢＹＥ ＢＹＥ

小林　貴司 (県大倶楽部)

30

13

小林　慎弥 (フリー)

伊勢　和幸 (秋田県庁テニス同好会)

斎藤　浩史 (フリー)

11 細谷　隆太 (秋田県庁テニス同好会) 27

31

14

黒木　裕史 (ユートピアＴＡ)

斉藤　透 (フリー)

26

③9

門間　将 (JR東日本)

25

29

12 山本　正実 (ＴＨＴＣ) 28

8 熊谷　優 (サンライズ)

高橋　浩平 (TEAM  C)

24④

(県大倶楽部)

ＢＹＥ

7 ＢＹＥ ＢＹＥ 23

小場　和之 (県大倶楽部)

22

5 木谷　貴則 (秋田県庁テニス同好会) 21

4

井谷　知量 佐々木　淳

18

(TDK)

江森　哲也 (TEAM　C) 20

3

柴田　浩憲 (秋田県庁テニス同好会)

19

6

F

①1

渡辺　克志 (AAC)

17

2 ＢＹＥ ＢＹＥ



男子４５才シングルス ８ゲームプロセット/セミアドバンテージ

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

女子Ａシングルス ８ゲームプロセット/セミアドバンテージ

ゲーム

取得率

女子Ｂシングルス ８ゲームプロセット/セミアドバンテージ

3決

男子Ｂシングルス ８ゲームプロセット/セミアドバンテージ

1R SF
コンソレーション

戸松　一真 (秋田高専)

2 渡邉　海渡 (秋田高専)

5 町田　智久 (国際教養大)

3 大関　宏和 (雷都庭球倶楽部)

4

4 黒木　真由美 (for-kranz)

F

1 鳥井　保 (チョッパーズ)

2 荒木　みなみ (秋田県立大)

3 堀井　彩花 (秋田高専)

順位

1 碓井　志萌 (秋田高専)

2 鈴木　麻美子 (Ｂ．Ｉ．ＴＥＮＮＩＳ)

3 松原　巧 (松原印刷社)

佐々木　菊広

勝敗

1 水澤　綾香 (TEAM　C)

16

1 2 3

池田　安夫 (大曲ラブオールテニスクラブ)

17

(大曲ラブオールテニスクラブ)

(KC'S)

(フリー) 12

9 小野　利英 (ユートピア)

8 榊田　隆文 (ルネッサンス)

小松　芳英 (ＴＨＴＣ)

伊藤　和彦 (KC'S)

18②

7

安藤　欣也 (ＴＨＴＣ) 15

菊池　彰夫 (コスモステニスクラブ)

③６ 佐藤　弘幸 (TDK)

5 渡辺　光 (スマートテニスクラブ)

13④相川　英夫 (KC'S)

三浦　美喜雄 14

高橋　義武 (県大倶楽部)4

相原　朝男 (ＴＨＴＣ) 逸見　彰彦3

11

10

2 加藤　文雄

(さとうテニスクラブ)

F

①1 赤坂　朗 (TDK) 田中　英樹 (県大倶楽部)



第２４回秋田県秋季テニス選手権大会

平成２３年９月１０日

秋田県立中央公園

男子Ａダブルス ８ゲームプロセット

男子４５才ダブルス ８ゲームプロセット

女子４０才ダブルス ８ゲームプロセット

高橋　浩平 川村　高広 (TEAM  C)

浅利　貢 湯沢　俊一 (鹿角テニスクラブ)

赤坂　朗 小野　利英 (TDK・ユートピア)

①1 鎌田　吉久 高橋　航己 (TEAM C)

2

3 夏秋　英幸 ((ＺＩＭＡ＠那波紙店.com・ＴＤＫ)

4

(フリー)

吉岡　拓麿 細谷　隆太 (三菱マテリアル・県庁テニス同好会)

高橋　智彦

斎藤　浩史 小林　慎弥

5 渡辺　克志 前中　崇志 (ＡＡＣ・TEAM　C)

7 小林　貴司 伊藤　健二郎 (県大倶楽部)

門間　将

(TDK)

熊谷　優 (JR東日本・秋田市役所)6

井谷　知量 佐々木　淳

西川　裕之 高橋　明久 (泉TC・横手ローン)5

(TDK・フリー)

8 江森　哲也 黒木　裕史 (TEAM C・ユートピア)

9

6 三浦　美喜雄 佐藤　出

佐藤　弘幸 逸見　彰彦

①1

2

3 相原　朝男 安藤　欣也 (ＴＨＴＣ)

4

②10

(KC'S)

(さとうテニスクラブ)

7 榊田　隆文 佐々木　菊広 (ルネッサンス・大曲ラブオールテニスクラブ)

加藤　文雄

3 船木　幸枝 佐藤　光子 (ＡＡＣ・秋田石油備蓄)

10 田中　英樹 高橋　義武 (県大倶楽部)

1 中山　美枝子 成田　美恵子 (AAC)

女子Ａダブルス ８ゲームプロセット

1

水澤　綾香

8

9 小松　芳英 照井　良 (ＴＨＴＣ)

伊藤　和彦②１１ 相川　英夫

神代　一司 (ＫＣ’Ｓ)

5 片岡　富子 鳥羽　昌代 (AAC・ＡＬＴＦ)

4 小山　みづほ 佐藤　信子 (横手ローン・ＡＬＴＦ)

田中　花枝 TEAM C・秋田石油備蓄2

中川　心 鳴海　舞子 サンライズ

8 工藤　恵子 萩庭　ヒナ子 (AAC・松原印刷社)



コンソレーション

ゲーム

取得率

男子Ｂダブルス ８ゲームプロセット

2 高橋　譲 遠藤　紘 （ＹＫＴＣ）

1 竹田　和弘 鳥井　保 （チョッパーズ）

4 熊谷　俊一 加賀　秀和 (ユートピア)

3 田村　幸浩 佐藤　大樹 （ルネッサンス）

3

女子Ｂダブルス ８ゲームプロセット 1 2 3

古巣　修子 工藤　順子 チョッパーズ

黒木　真由美

順位

1

勝敗

5 堀川　悠佑 佐々木　一平 (秋田県立大学)

吉田　昭子 山王テニスクラブ・for-kranz

2 碓井　志萌 堀井　彩花 秋田高専


