
ディレクター 工藤　恵子

レフェリー 藤原　正典

＊ 期日 平成２８年１０月30日（日）

＊ 会場 県立中央公園テニスコート（雄和）

＊ 試合方法 予選リーグ　《３ぺアまたは４ペアのラウンドロビン方式　》　

全試合　５ゲーム先取(４－４　７ポイントタイブレーク）ノーアドバンテージ

３チームリーグは、６ゲーム先取ノーアドバンテージ

＊変更する場合もあり。

＊ 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。

＊ ８：４０

＊ 試合開始　　　９：００予定

その他の注意

１）ウォームアップサービス４本 　　＊リーグ戦での順位の決め方

２）試合が続く場合の休憩 　１．勝試合数の数

　　５分以内 　２．勝数が同じ場合

３）番号の若い方がボール受け取り 　　１）２組の場合　　対戦上位

　　勝者が本部に報告 　　２）３組以上の場合　取得ゲーム率

４）天候等で試合方法変更あり

５）ベスト４から、賞品あり

６）全てセルフジャッジとする

７）初戦ニューボール

　　それ以降はセットボール

  第１1回ダンロップ

オープンダブルステニス大会　

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》

受付終了時間　



男子ダブルス
1 相原　朝男 ＴＨＴＣ 小松　芳英 ＴＨＴＣ

2 西川　裕之 横手ローン 土田　光 秋田商業高校

3 稲垣　光介 ATC 坂口　昌弘 AAC

4 高橋 　浩平 ATC 加藤 志門 サンライズ

5 渡辺 　洋 GTO 村井 淳二 GTO

6 相川　英夫 KC'S 田中　英樹 県大倶楽部

7 佐藤　弘幸 ＴＤＫ 熊谷　俊一 ユートピアＴＡ
8 赤坂　朗 ＴＤＫ 黒木　裕史 ユートピアＴＡ
9 池田　太郎 ＴＥＡＭ　Ｃ 渡辺　翔吾 ＴＥＡＭ　Ｃ

10 鎌田　吉久 ＴＥＡＭ　Ｃ 船木正司 AAC
11 照井 良 ＴＨＴＣ 小場 和之 県大倶楽部
12 斉藤　透 インプレス 塚田　健 インプレス
13 金　涼太 サンライズ 鈴木　翼 フリー
14 福田　和人 サンライズ 佐藤　吉宏 サンライズ
15 足利　徹 サンライズ 鎌田　慎一 サンライズ
16 伊東　和幸 サンライズ 高橋　洋一 横手ローンテニスクラブ
17 沢田 　陽希 サンライズ 小田嶋 潤平 横手ローンテニスクラブ
18 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
19 吉田  大輔 フリー 佐藤  一成 フリー
20 保坂　智志 チョッパーズ 竹田　和弘 チョッパーズ
21 鳥井　保 チョッパーズ 佐々木　政一郎 サンライズ
22 大坂　淳 チョッパーズ 白瀬　勉 KCS
23 鈴木　孝 フリー 大島　政人 B.I.TENNIS
24 高山　裕矢 ルネッサンス 橋本　匠 ルネッサンス
25 佐藤 大樹 ルネッサンス 榊田　 隆文 ルネッサンス
26 芹田　雅弥 ルネッサンス 佐藤　広行 ルネッサンス
27 大島　英尚 県大倶楽部 石井　宏明 県大倶楽部
28 柴田 英 県大倶楽部 鎌田 　泰行 サンライズ
29 伊藤　健二郎 県大倶楽部 加藤　文雄 ＫＣ’Ｓ
30 白井　優毅 国際教養大学 河村　連太郎 国際教養大学
31 藤田　康弘 山王テニスクラブ 夏秋　英幸 ＴＤＫ
32 杉林　正光 鹿角テニスクラブ 浅利　貢 鹿角テニスクラブ
33 湯沢　俊一 鹿角テニスクラブ 高橋　健一 鹿角テニスクラブ
34 人見　航平 秋田県立大学 秋山　輝 秋田県立大学
35 鈴木　輝 秋田県立大学 河内　景太 秋田県立大学
36 貝沼 　雄亮 秋田市役所 渡部　雄将 秋田市役所
37 津谷　善幸 北秋田テニスクラブ 武田　寛之 北秋田テニスクラブ
38 安倍　瑠之輔 フリー 良峰　秀征 フリー



女子ダブルス
1 那波　美穂子 AAC 鈴木　美菜 inty+
2 佐藤　雅子 AAC 大沼　留美子 泉テニス
3 元木　真樹 ＡＬＴＦ 草階　玲子 ＡＬＴＦ
4 鈴木　忍 B.I.TENNIS 鎌田　道子 ＴＨＴＣ
5 鈴木　麻美子 B.I.TENNIS 水澤　綾香 ＴＥＡＭ　Ｃ
6 三浦　由美子 さとうＴＣ 長谷川　純子 AAC
7 高塚　真紀子 ALTF 榎　美保子 スマートテニスクラブ
8 能登谷　美由起 チョッパーズ 永澤　由美子 チョッパーズ
9 珍田　貞子 フリー 浅野　久美子 フリー

10 高桑　幸子 ホワイト 吉田　寿枝 フリー
11 根　尚知子 ホワイト 三澤　真由美 ホワイト
12 今野　明美 ユートピアＴＡ 田郷岡　美由紀 フリー
13 久米　巳弥子 ルネッサンス 山本　裕子 inty+
14 小田桐　博美 ルネッサンス 高橋　てるみ コスモスTC
15 船木　歌織 ルネッサンス 佐々木　梨保 北都銀行
16 赤川　香奈子 山王テニス倶楽部 信田　雅子 AAC
17 後藤　節子 秋田石油備蓄 木次谷　恵美子 大館ローン
18 小笠原　紅 大館ローン 鳴海　舞子 フリー
19 下山　菜穂子 中通総合病院ＴＣ 金　理奈 中通総合病院ＴＣ
20 三浦　里奈 雄和ＴＣ 長谷部　花奈 雄和ＴＣ
21 中山　美枝子 AAC 石川　亜矢子 AAC
22 小場　多美子 ＡＴＣ 田中　憂子 横手ローン
23 工藤　恵子 AAC 川辺　明子 ＺＩＭＡ
24 鈴木　宏子 フリー 佐藤　美香子 フリー


