
ディレクター 工藤　恵子

レフェリー 中山　美枝子

＊ 期日 １０月２６日（日）

＊ 会場 北野田テニスコート（人工芝）

＊ 試合方法

全試合　５ゲーム先取４－４タイブレノーアドバンテージ

＊変更する場合もあり。

＊ 受付時間　 ８：２０～８：４０≪８：４０　受付終了≫

＊ 組み合わせ 当日受付順に抽選。同所属が同一リーグになった場合、抽選しなおし等の配慮あり。

決勝トーナメントのドローの位置は決定済み。

＊

参加者一覧

男子 名前 所属 名前 所属

1 神宮  豊 チョッパーズ 加藤　文雄 KC'S

2 小倉  拓馬 ATC 村上　誠稔 山王テニスクラブ

3 山本  達平 フリー 吉田　大輔 フリー

4 戸舘  勉 鹿角テニスクラブ 佐藤  孝之 GJテニスクラブ

5 加藤  徹 あきた病院 田口  武範 中通病院

6 伊藤  悟 チョッパーズ 鳥井  保 チョッパーズ

7 大坂　淳 チョッパーズ 武田　和弘 チョッパーズ

8 佐藤  崇史 ＪＲ東日本 根本  卓弥 フリー

9 加藤  真人 泉TC 三浦  優 泉TC

10 貝沼  雄亮 秋田市役所 阿部  光孝 秋田市役所

11 伊藤  和彦 KC'S 菊池　彰夫 コスモスTC

12 大関  宏和 さんで～ず 古屋  勇児 さんで～ず

13 熊谷　利長 スマートテニスクラブ 渡辺　光 スマートテニスクラブ

14 津谷　善幸 北秋田TC 津谷　善信 北秋田TC

15 湯沢  俊一 鹿角テニスクラブ 高橋  健一 鹿角テニスクラブ

16 浅利　貢 鹿角テニスクラブ 杉林　正光 鹿角テニスクラブ

17 石井　誠 三種テニス協会 原田　公生 三種テニス協会

18 田中　英樹 県大倶楽部 相川　英夫 ＫＣ’Ｓ

19 渡辺　克志 AAC 石黒　翔 TEAM C

20 高山　裕矢 ルネッサンス 芹田　雅弥 ルネッサンス

21 藤田  康弘 山王テニスクラブ 鎌田  吉久 TEAM C

22 沢田  陽希 サンライズ 小田嶋  潤平 横手ローンTC

23 佐藤　憲人 ユートピアTA 夏秋　英幸 TDK

24 佐藤  大樹 ルネッサンス 榊田  隆文 ルネッサンス

25 奈良岡　友弥 サンライズ 高橋  浩平 A.T.C.

26 相原　朝男 ＴＨＴＣ 小松　芳英 ＴＨＴＣ

27 岡島　一真 ＴＨＴＣ 田口　浩 ＴＨＴＣ

第９回ダンロップオープンダブルストーナメント　仮ドロー

決勝トーナメント　《１位２位トーナメントと、３位４位トーナメント》

仮ドロー発表後の欠場の場合、参加料の返金はありませんが、欠場の連絡を

工藤（090-2607-3161）までお願いします。

氏名所属等、間違いがあった場合も、早めにご連絡ください。

予選リーグ　《３ぺアまたは４ペアのラウンドロビン方式　７ブロック　》　



女子 名前 所属 名前 所属

1 大島　美里 B.I.TENNIS 丸山　佳愛 AAC

2 小松  佳南 フリー 小松  奈緒子 フリー

3 佐藤  雅子 AAC 長谷川  純子 AAC

4 鎌田  夏波 ファンキーTA 原  未優 ファンキーTA

5 一関　修子 チョッパーズ 佐藤　美貴子 コスモスTC

6 伊勢　香 フリー 佐藤　優子 フリー

7 片岡  富子 AAC 木次谷 恵美子大館ローンTC

8 小松　理南 KC'S 鈴木　麻美子 B.I.TENNIS

9 鈴木　忍 B.I.TENNIS 武藤　百合子 フリー

10 高塚  真紀子 ALTF 榎  美保子 ALTF

11 中川  心 サンライズ 田中　花枝 TEAM C

12 碓井 紀子 フリー 伊藤  明子 フリー

13 鳴海  舞子 サンライズ 藤村  真寿美 AAC

14 石川　亜矢子 AAC 中山　美枝子 AAC

15 小笠原  紅 大館ローン 船木  歌織 inty+

16 那波  美穂子 AAC 田口  敦子 泉TC

17 石戸谷　潤子 フリー 三澤　真由美 フリー

18 今野  明美 ユートピアTA 進藤　由宜子 ARU-GA

19 櫻田  恵 フリー 櫻田  侑奈 秋田県立北高校

20 高桑　幸子 ホワイト 吉田　寿枝 フリー

21 水澤　綾香 TEAM C 菅原　愛 TEAM C

22 三上  由加子 フリー 神谷  真粧美 JOG

23 小玉　恵子 フリー 豊嶋　敏子 ALTF

24 工藤　恵子 AAC 斎藤　房子 AAC

25 今野  純子 コスモスTC 山本　裕子 inty+

26 小場　多美子 ソレイユ 田中　憂子 横手ローンTC


