
第２６回秋田県春季テニス選手権大会 平成26年4月26日・27日　　秋田県中央公園テニスコート

一般男子Ａシングルス

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 サンライズテニスクラブ 奈良岡 友弥 [1]  

  奈良岡 友弥 [1]

2  Bye 1   

   奈良岡 友弥 [1]
3 山王テニスクラブ 渡邉 洋平  8-4

  佐々木 一平  

4 県大倶楽部 佐々木 一平 8-6  

   川野辺 碧 [6]
5  Bye 9  8-6

  夏秋 英幸  

6 TDK 夏秋 英幸   

   川野辺 碧 [6]

7  Bye 7  8-0

  川野辺 碧 [6]  

8 ＡＡＣ 川野辺 碧 [6]   

   小倉 拓馬 [5]

9 JR東日本 門間 将 [3]  9-8(2)

  門間 将 [3]  

10  Bye 3   

   村上 誠稔

11 フリー 齋藤 伸行  8-5

  村上 誠稔  

12 山王テニスクラブ 村上 誠稔 8-4  

   小倉 拓馬 [5]
13 ＡＡＣ 辰 翔太朗  8-3

  辰 翔太朗  

14 ノースアジア大学 大野 辰太郎 8-4  

   小倉 拓馬 [5]

15  Bye 5  8-0

  小倉 拓馬 [5]  

16 A.T.C. 小倉 拓馬 [5]   

   小倉 拓馬 [5]

17 TEAM C 前中 崇志 [6]  8-2

  前中 崇志 [6]  

18  Bye 6   

   前中 崇志 [6]
19 秋田高専 戸松 一真  8-0

  戸松 一真  

20  Bye 11   

   渡辺 克志 [4]
21 インプレス 斉藤 透  8-4

  柴田 英  

22 県大倶楽部 柴田 英 8-6  

   渡辺 克志 [4]

23  Bye 4  8-3

  渡辺 克志 [4]  

24 ＡＡＣ 渡辺 克志 [4]   

   渡辺 克志 [4]

25 山王テニスクラブ 石井 智也 [8]  8-2

  石井 智也 [8]  

26  Bye 8   

   石井 智也 [8]
27 JR東日本 佐藤 崇史  8-6

  佐藤 崇史  

28  Bye 10   

   高橋 浩平 [2]
29 B.I.TENNIS 小松 丈流  8-5

  小松 丈流  

30 秋田県庁テニス同好会 柴田 浩憲 8-5  

   高橋 浩平 [2]

31  Bye 2  8-0

  高橋 浩平 [2]  

32 A.T.C. 高橋 浩平 [2]  

  

 



第２６回秋田県春季テニス選手権大会 平成26年4月26日・27日　　

秋田県中央公園テニスコート

一般男子Ｂシングルス-予選

一般男子ＢＳ - グループ A
所属団体 1 2 3 4

1 ノースアジア大学 加藤 志門  7-6(5) 6-3 6-4

2 さんでーず 古屋 勇児 6-7(5)  3-6 0-6

3 秋田高専 熊谷 優佑 3-6 6-3  2-6

4 山王テニスクラブ 田中 翔馬 4-6 6-0 6-2  

一般男子ＢＳ - グループ B
所属団体 1 2 3 4

1 明桜高校 中村 颯陛  7-5 6-2 2-6

2 秋田東中学校 豊嶋 紀之 5-7  6-0 6-1

3 大曲ラブオール 佐井 雅文 2-6 0-6  2-6

4 秋田高専 鈴木 秀司郎 6-2 1-6 6-2  

一般男子ＢＳ - グループ C
所属団体 1 2 3 4

1 さんでーず 大関 宏和  1-6 2-6 1-6

2 秋田高専 布谷 浩平 6-1  6-2 7-5

3 ルネッサンステニスクラブ 佐藤 大樹 6-2 2-6  1-6

4 フリー 大仲 海渡 6-1 5-7 6-1  

一般男子ＢＳ - グループ D
所属団体 1 2 3 4

1 明桜高校 加藤 希望  6-2 6-1 4-6

2 北都銀行 鈴木 光 2-6  7-6(6) 2-6

3 フリー 保坂 秀幸 1-6 6-7(6)  1-6

4 TDK 井谷 知量 6-4 6-2 6-1  

一般男子Ｂシングルス決勝トーナメント

所属団体 Semifinals Final 勝者
  

1 ノースアジア大学 加藤 志門  

  加藤 志門

2 秋田東中学校 豊嶋 紀之 6-3  

   布谷 浩平

3 秋田高専 布谷 浩平  6-2

  布谷 浩平  

4 TDK 井谷 知量 6-3

  



第２６回秋田県春季テニス選手権大会 平成26年4月26日・27日　　秋田県中央公園テニスコート

男子３５シングルス

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 ユートピアTA 黒木 裕史 [1]  

  黒木 裕史 [1]

2  Bye 1   

   黒木 裕史 [1]
3 インプレス 塚田 健  8-1

  伊東 和幸  

4 サンライズテニスクラブ 伊東 和幸 8-4  

   黒木 裕史 [1]

5 山王テニスクラブ 藤田 康弘 [3]  8-3

  藤田 康弘 [3]  

6  Bye 3   

   藤田 康弘 [3]
7 ルネッサンステニスクラブ 芹田 雅弥  8-3

  芹田 雅弥  

8  Bye 5   

   佐藤 慶 [2]
9  Bye 6  8-6

  東 大和  

10 ルネッサンステニスクラブ 東 大和   

   東 大和

11  Bye 4  8-1

  鳥井 保 [3]  

12 チョッパーズ 鳥井 保 [3]   

   佐藤 慶 [2]
13  Bye 7  8-0

  佐々木 政一郎  

14 サンライズ 佐々木 政一郎   

   佐藤 慶 [2]

15  Bye 2  8-2

  佐藤 慶 [2]  

16 ZIMA 佐藤 慶 [2]  

  

 



第２６回秋田県春季テニス選手権大会 平成26年4月26日・27日　　秋田県中央公園テニスコート

男子４５シングルス

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 ユートピアTA 小野 利英 [1]  

  小野 利英 [1]

2  Bye 1   

   小野 利英 [1]
3 鹿角テニスクラブ 高橋 健一  8-0

  佐藤 弘幸  

4 TDK 佐藤 弘幸 8-3  

   小野 利英 [1]
5  Bye 9  8-0

  熊谷 利長  

6 スマートテニスクラブ 熊谷 利長   

   田中 英樹 [5]

7  Bye 7  8-4

  田中 英樹 [5]  

8 県大倶楽部 田中 英樹 [5]   

   小野 利英 [1]

9 ルネッサンステニスクラブ 長井 健 [4]  8-1

  長井 健 [4]  

10  Bye 3   

   長井 健 [4]
11 県大倶楽部 小場 和之  8-2

  小場 和之  

12  Bye 13   

   長井 健 [4]
13  Bye 12  8-2

  小松 芳英  

14 THTC 小松 芳英   

   相川 英夫 [7]

15  Bye 5  8-2

  相川 英夫 [7]  

16 KC'S 相川 英夫 [7]   

   石井 典明 [2]

17 THTC 相原 朝男 [6]  8-5

  相原 朝男 [6]  

18  Bye 6   

   杉林 正光

19 鹿角テニスクラブ 杉林 正光  8-3

  杉林 正光  

20  Bye 11   

   赤坂 朗 [3]
21 県大倶楽部 木村 悟  8-0

  伊藤 和彦  

22 KC'S 伊藤 和彦 8-3  

   赤坂 朗 [3]

23  Bye 4  8-2

  赤坂 朗 [3]  

24 TDK 赤坂 朗 [3]   

   石井 典明 [2]

25 ルネッサンステニスクラブ 榊田 隆文 [8]  8-1

  榊田 隆文 [8]  

26  Bye 8   

   榊田 隆文 [8]
27 コスモステニスクラブ 菊池 彰夫  8-5

  菊池 彰夫  

28  Bye 10   

   石井 典明 [2]
29 ＡＡＣ 白瀬 勉  8-0

  白瀬 勉  

30 鹿角テニスクラブ 湯沢 俊一 8-4  

   石井 典明 [2]

31  Bye 2  8-6

  石井 典明 [2]  

32 県大倶楽部 石井 典明 [2]  

  

 



第２６回秋田県春季テニス選手権大会 平成26年4月26日・27日　　

秋田県中央公園テニスコート

一般女子シングルス

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 TEAM C 水澤 綾香 [1]  

  水澤 綾香 [1]

2  Bye 1   
   丸山 佳愛

3 ＡＡＣ 丸山 佳愛  8-4

  丸山 佳愛  

4 B.I.TENNIS 佐藤 未羽 8-4  

   小笠原 紅 [2]
5  Bye 3  8-5

  谷地村 実保子  

6 TEAM C 谷地村 実保子   

   小笠原 紅 [2]

7  Bye 2  8-2

  小笠原 紅 [2]  

8 大館ローン 小笠原 紅 [2]  

  

 



第２６回秋田県春季テニス選手権大会 平成26年4月26日・27日　　秋田県中央公園テニスコート

一般男子Ａダブルス

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

サンライズ 熊谷 優 [1]

1 JR東日本 門間 将 熊谷 優 [1]

  門間 将
2  Bye 1  夏秋 英幸

TDK 夏秋 英幸  奈良岡 友弥

3 サンライズテニスクラブ 奈良岡 友弥 夏秋 英幸 8-3

ＡＡＣ 川野辺 碧 奈良岡 友弥  

4 山王テニスクラブ 石井 智也 8-5 夏秋 英幸

TEAM C 前中 崇志  奈良岡 友弥

5 ＡＡＣ 渡辺 克志 伊東 和幸 8-5

サンライズテニスクラブ 伊東 和幸 藤田 康弘  

6 山王テニスクラブ 藤田 康弘 8-4 小倉 拓馬 [2]

   高橋 浩平

7  Bye 2 小倉 拓馬 [2] 8-4

A.T.C. 小倉 拓馬 [2] 高橋 浩平  

8 A.T.C. 高橋 浩平  

  

一般女子Ａダブルス

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

サンライズテニスクラブ 中川 心 [1]

1 サンライズテニスクラブ 鳴海 舞子 中川 心 [1]

TEAM C 水澤 綾香 鳴海 舞子

2 TEAM C 菅原 愛 8-1 中川 心 [1]

ＡＡＣ 中山 美枝子  鳴海 舞子
3 ＡＡＣ 石川 亜矢子 丸山 佳愛 8-5

ＡＡＣ 丸山 佳愛 大島 美里  

4 B.I.TENNIS 大島 美里 9-7 中川 心 [1]

ルネッサンステニスクラブ 久米 巳弥子  鳴海 舞子
5 大館ローン 木次谷 恵美子 久米 巳弥子 8-5

チョッパーズ 一関 修子 木次谷 恵美子  

6 B.I.TENNIS 鈴木 忍 8-1 工藤 恵子

ＡＡＣ 工藤 恵子  斉藤 房子

7 ＡＡＣ 斉藤 房子 工藤 恵子 8-3

フリー 土田 淳子 [2] 斉藤 房子  

8 TEAM　C 田中 花枝 9-7

  

 



第２６回秋田県春季テニス選手権大会 平成26年4月26日・27日　　

秋田県中央公園テニスコート

一般男子Ｂダブルス-予選

一般男子ＢＤ - グループ A
所属団体 1 2 3

1

フリー

フリー

大仲 海渡

鈴木 秀司郎  5-7 6-7(5)

2

秋田市役所テニス部

秋田市役所テニス部

渡部 雄将

貝沼 雄亮 7-5  3-6

3

ユートピアTA

ＡＡＣ

藤原 正典

間藤 正美 7-6(5) 6-3  

一般男子ＢＤ - グループ B
所属団体 1 2 3

1

秋田高専

秋田高専

布谷 浩平

熊谷 優佑  6-3 6-2

2

さんでーず

さんでーず

古屋 勇児

大関 宏和 3-6  6-4

3

ルネッサンステニスクラブ

ルネッサンステニスクラブ

佐藤 大樹

佐藤 広行 2-6 4-6  

一般男子Ｂ決勝

所属団体 Final 勝者
ユートピアTA 藤原 正典

1 ＡＡＣ 間藤 正美 布谷 浩平

秋田高専 布谷 浩平 熊谷 優佑

2 秋田高専 熊谷 優佑 7-5

   



第２６回秋田県春季テニス選手権大会 平成26年4月26日・27日　　

秋田県中央公園テニスコート

男子４５ダブルス

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

ユートピアTA 小野 利英 [1]

1 TDK 赤坂 朗 小野 利英 [1]

鹿角テニスクラブ 湯沢 俊一 赤坂 朗

2 鹿角テニスクラブ 高橋 健一 8-1 小野 利英 [1]

KC'S 伊藤 和彦  赤坂 朗
3 KC'S 相川 英夫 伊藤 和彦 8-2

THTC 小松 芳英 相川 英夫  

4 THTC 相原 朝男 8-0 小野 利英 [1]

ルネッサンステニスクラブ 榊田 隆文  赤坂 朗
5 ルネッサンステニスクラブ 長井 健 榊田 隆文 8-3

TDK 佐藤 弘幸 長井 健  

6 ユートピアTA 熊谷 俊一 8-5 榊田 隆文

泉T.C. 西川 裕之  長井 健

7 横手ローンT.C. 高橋 明久 小場 和之 [2] 8-5

県大倶楽部 小場 和之 [2] 田中 英樹  

8 県大倶楽部 田中 英樹 8-2

  

 


