
1 野坂　光司 秋大整形 1 中村　清実 フリー
2 黒木　裕史 ユートピアTA 2 藤井　香理奈 大曲ラブオールTC
3 小場　和之 県大倶楽部 3 佐々木　梨保 inty＋
4 石垣　一久真 inty＋ 4 水澤　綾香 TEAM C
5 石井　典明 県大倶楽部 5 櫻田　侑奈 宇都宮大学
6 伊藤　和彦 ＫＣ’Ｓ
7 門間　将 ＪＲ東日本
8 三浦　一永 inty＋ 小笠原紅 大館ローンTC
9 夏見　拓弥 inty＋ 中村清実 フリー

10 武田　修和 ATA 中川　心 サンライズTC
11 宮下　貴行 ＡＡＣ 山本　裕子 inty＋
12 青塚　豊 TEAM C 藤井香理奈 大曲ラブオールTC
13 渡邉　洋平 中通総合病院TC 川浪令子 ALTF
14 斎藤　伸行 フリー 赤川香奈子 ＴＨＴＣ
15 金　涼太 サンライズTC 三浦しずか ＴＨＴＣ
16 貝沼　雄亮 秋田市役所 土田　淳子 TEAM C
17 柴田　英 県大倶楽部 三浦　里奈 雄和TC
18 泉沢　雄太郎 県立大学 船木　美菜 inty＋
19 金　宏 北都銀行 船木　歌織 ルネッサンスTC
20 長沼　佑 県立大学 大沼　留美子 泉TC
21 富田　裕 お昼休みテニス部 田中　ひとみ ＫＣ’Ｓ
22 杉田　智樹 フリー 金　理奈 中通総合病院TC
23 佐々木　一平 県大倶楽部 羽渕　由紀子 中通総合病院TC
24 園田　快斗 県立大学
25 武田　昇悟 県立大学
26 三浦　幸貴 フリー 虻川　義孝 北都銀行
27 広田　祥貴 inty＋ 虻川　優太 ＡＡＣ
28 藤井　秀成 秋田市役所 吉積　章 ＡＡＣ
29 後藤　哲三 ＴＤＫ 中村　憲介 ユートピアTA
30 秋山　輝 県立大学 長門　俊夫 フリー
31 柳舘　侑 秋田大学 松木　幸生 フリー
32 鎌田　吉久 TEAM C 高橋　譲 ＹＫＴＣ
33 大畠　昌也 秋田大学 和泉　弘一 ＹＫＴＣ
34 高橋　浩平 A.T.C 石黒　優 チョッパーズ
35 武田　寛之 北秋田TC 若林　孝 チョッパーズ
36 加藤　志門 サンライズTC 佐藤　元気 ナイトスクール
37 相原　朝男 THTC 佐藤　瑠羽 ＡＡＣ
38 小松　芳英 THTC
39 平出　祐志 県立大学
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男子Ｃクラス・一般ＣクラスダブルスはねんりんピックのＳＣＵ練習会としています。
そのため、試合方法を4ゲームマッチノーアドバンテージスコアリング方式で
実施する場合が有ります。
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川村　高広 TEAM C 山口　佐知子 フリー
伊藤　鉱成 フリー 佐々木　茂 wills
伊藤　和彦 ＫＣ’Ｓ 加藤　彩夏 日産プリンス
門間　将 ＪＲ東日本 若松　健太 日産プリンス
金　涼太 サンライズTC 辰　徳子 フリー
三浦　幸貴 フリー 小玉　恵子 フリー
貝沼　雄亮 秋田市役所 阿部　靖子 湯沢テニスクラブ
藤井　秀成 秋田市役所 鈴木　洋一 湯沢テニスクラブ
石井　弘貴 inty＋ 井上　和人 湯沢テニスクラブ
泉沢　雄太郎 県大倶楽部 中野渡　史子 湯沢テニスクラブ
佐藤　弘幸 ＴＤＫ 那波  美穂子 ＡＡＣ
熊谷　俊一 ユートピアTA 那波　碧彩 ＡＡＣ
佐々木　一平 県大倶楽部
杉田　智樹 フリー
園田　快斗 県立大学
長沼　佑 県立大学
武田　昇悟 県立大学
秋山　輝 県立大学
鎌田　吉久 TEAM C
黒木　裕史 ユートピアTA
高橋　浩平 A.T.C
佐々木　洸大 サンライズTC
加藤　志門 サンライズTC
伊東　和幸 サンライズTC
大畠　昌也 秋田大学
柳舘　侑 秋田大学

石垣　一久真 inty＋
青塚　豊 TEAM C
三浦　一永 inty＋
夏見　拓弥 inty＋
佐藤　大樹 ルネッサンスTC
佐藤　繭太 大曲ラブオールTC
渡辺　光 スマートTC
相川　英夫 ＫＣ’Ｓ
三浦　優 泉TC
田口　宏二 泉TC
小松田　剛史 横手ローンTC
佐藤　義俊 横手ローンTC
富田　裕 お昼休みテニス部
小西　克哉 お昼休みテニス部
新堀　斉 三種町テニス
高橋　幸 三種町テニス
福田　誠一郎 コスモスTC
伊藤　隆 大曲ラブオールTC
杉山　徹則 三種町テニス
原田　公生 三種町テニス
平林　憲幸 ＴＤＫ
楠本　翔平 ＴＤＫ
相原　朝男 THTC
小松　芳英 THTC
泉沢　聖二 THTC
泉沢　政光 THTC
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