
期日 ８月３０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

受付終了時間 8:40

監督会議 8:50

試合方法 リーグ戦およびトーナメント方式

＊ 一般男子１部 リーグ戦　８ゲームプロセット　ノーアドバンテージ

２複３単

＊ 一般男子２部 予選リーグ、順位別トーナメントともに　１セットマッチノーアドバンテージ

予選リーグは、打ち切りなし。順位別は、打ち切りあり。

＊ 女子 リーグ戦　８ゲームプロセット　ノーアドバンテージ

＊ 一般男子２部・女子 ２複１単

＊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 ８ゲームプロセット　ノーアドバンテージ 打ち切りなし

２複３単

1 2 3 勝敗 順位

一般男子二部 予選リーグ　１セットマッチ　ノーアドバンテージ　 打ち切りなし

順位別トーナメント　１セットマッチ　ノーアドバンテージ 打ち切りあり
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選手名簿
1 2 3

チーム名 B.I.TENNIS サンライズ 火曜会

種目 一般男子一部 一般男子一部 一般男子一部

監督 大島　政人 福田　和人 大坂　淳

選手名 大島　政人 福田　和人 大坂　淳

小松　丈流 佐藤　吉宏 加藤　文雄

夏井　福太 鎌田　慎一 近藤　洋二

大島　美里 佐藤　憲人 武田　渉

丸山　佳愛 沢田　陽希 鳴海　舞子

土橋　礼佳 加藤　志門 斉藤　透

佐々木　政一郎 小熊　悟

1 2 3 4 5 6 7

チーム名 ＴＨＴＣ++ 三種町 KC'S Ｄoro Ken`s チョッパーズ美男部 石油備蓄 秋田市役所

監督 相原　朝男 新堀　斉 田中　英樹 伊藤　健二郎 工藤　重己 鈴木　重和 佐藤　好幸

選手名 相原　朝男 新堀　斉 田中　英樹 伊藤　健二郎 安倍　明義 伊藤　晃 佐藤　好幸

小松　芳英 坂田　徹平 相川　英夫 柴田　英 神宮　豊 高橋　雅樹 佐々木　

泉沢　聖二 平塚　昌延 伊藤　和彦 信田　雅子 竹田　和弘 佐藤　光子 関　浩

平井　淳子 杉山　徹則 小場　和之 大沼　留美子 保坂　智志 後藤　節子 佐々木　康元

赤川　香奈子 原田　公生 小林　貴司 鳥井　保 大坂　真一 伊藤　武也

泉沢　雄太郎 不破　彰也 工藤　重巳 夏井　茂 阿部　光孝

8 9 10 11 鈴木　重和 桜庭　竹士

チーム名 横手ローンＡ 横手ローンＢ 中通病院 ドンキーとその愉快な仲間たち 渡部　雄将

監督 高橋　明久 小松田　剛史 加藤　徹 佐々木　一平 貝沼　雄亮

選手名 佐々木　透 伊藤　昭 渡邉　洋平 佐々木　一平 石川　善央

西川　裕之 和泉　弘一 上野　知尭 西川　琢真

高橋　明久 小松田　剛史 田口　武範 佐藤　柊也

田口　宏二 鈴木　明志 福田　耕二 大木　梓織

高橋　光紀 佐藤　義俊 加藤　徹

1 2 3 4

チーム名 横手ローンＣ ＡＴＡ マカロン チョッパーズ美女部

監督 川崎　和加子 工藤　恵子 菅原　陵 能登谷　美由起

選手名 田口　敦子 工藤　恵子 榎　美保子 永澤　由美子

山品　恵里子 中山　美枝子 小笠原　紅 岡田　遼子

高橋　和子 高桑　幸子 下山　菜穂子 佐藤　美貴子

大平　美佐子 小場　多美子 菅原　陵 鳥井　実里

川崎　和加子 佐藤　雅子 那波　美穂子 能登谷　美由起 　
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