
第３０回秋田県秋季テニス選手権大会 エントリーリスト

女子Aシングルス
1 一般女子Ａ 水澤　綾香 TEAM C ※試合不成立

男子Ａシングルス
1 一般男子Ａ 木村　幸治 県大倶楽部
2 一般男子Ａ 広田　祥貴 inty＋
3 一般男子Ａ 渡邉　洋平 中通総合病院TC

4 一般男子Ａ 三平　悠太 新潟大学
5 一般男子Ａ 武田　修和 ATA
6 一般男子Ａ 船木　貴弘 inty＋
7 一般男子Ａ 佐藤　涼 フリー
8 一般男子Ａ 安道　龍太郎 山王TC
9 一般男子Ａ 柴田　英 県大倶楽部

10 一般男子Ａ 池田　太郎 TEAM C
11 一般男子Ａ 佐々木　洸大 サンライズTC
12 一般男子Ａ 笠間　史仁 秋大整形
13 一般男子Ａ 貝沼　雄亮 秋田市役所
14 一般男子Ａ 門間　将 ＪＲ東日本
15 一般男子Ａ 佐藤　孝彦 フリー
16 一般男子Ａ 泉沢　雄太郎 県大倶楽部
17 一般男子Ａ 加藤　志門 サンライズTC

男子Bシングルス
1 一般男子Ｂ 藤村　貴幸 ルネッサンスTC
2 一般男子Ｂ 栗原　勇希 フリー
3 一般男子Ｂ 高橋　正 サンライズTC
4 一般男子Ｂ 渡辺　光 スマートTC
5 一般男子Ｂ 平林　憲幸 ＴＤＫ

男子Ｃシングルス
1 一般男子Ｃ 池田　東吾 県シニア協会 ※試合不成立

男子４５才シングルス
1 男子45 伊藤　和彦 KC’S
2 男子45 小場　和之 県大倶楽部
3 男子45 佐々木　政一郎 サンライズTC
4 男子45 田中  英樹 県大倶楽部
5 男子45 大島　英尚 県大倶楽部
6 男子45 佐藤　弘幸 ＴＤＫ
7 男子45 熊谷　利長 スマートTC
8 男子45 足利　徹 サンライズTC
9 男子45 白瀬　勉 KC’S

10 男子45 小林　充 サンライズTC
11 男子45 榊田　隆文 ルネッサンスTC
12 男子45 相原　朝男 THTC
13 男子45 柴田　浩憲 県庁同好会
14 男子45 長井　健 ルネッサンスTC



女子Aダブルス
1 一般女子Ａ 山本　裕子 inty＋ 田中　花枝 TEAM C ※代表決定

女子４０才ダブルス
1 女子40 藤原　久美子 サンライズTC 中川　心 サンライズTC
2 女子40 久米　巳弥子 ルネッサンスTC 木次谷　恵美子 大館ローンTC
3 女子40 三浦　しずか  THTC 珍田　貞子 ALTF
4 女子40 鈴木　忍 B.I.TENNIS 高桑　幸子 AAC
5 女子40 萩庭　ヒナ子 松原印刷社 小笠原　紅 大館ローンTC

男子Ａダブルス
1 一般男子Ａ 加藤　志門 サンライズTC 伊藤　和幸 サンライズTC
2 一般男子Ａ 南　　直貴 サンライズTC 岩本　均文 inty＋
3 一般男子Ａ 渡部　蓮 北海道大学 三平　悠太 新潟大学
4 一般男子Ａ 船木　貴弘 inty＋ 沢田　陽希 サンライズTC
5 一般男子Ａ 石井　弘貴 inty＋ 泉沢　雄太郎 県大倶楽部
6 一般男子Ａ 鎌田　吉久 TEAM C 木村　幸治 県大倶楽部

男子Bダブルス
1 一般男子Ｂ 金　　涼太 サンライズTC 村山　智之 サンライズTC
2 一般男子Ｂ 平林　憲幸 ＴＤＫ 楠本　翔平 ＴＤＫ
3 一般男子Ｂ 宮下　貴行 AAC 芹田　雅弥 ルネッサンスTC

男子４５才ダブルス
1 男子45 相川　英夫 KC’S 伊藤　和彦 KC’S
2 男子45 福田　和人 サンライズTC 佐藤　吉宏 サンライズTC
3 男子45 佐々木　政一郎 サンライズTC 鎌田　泰行 サンライズTC
4 男子45 田中  英樹 県大倶楽部 小場　和之 県大倶楽部
5 男子45 佐藤　弘幸 ＴＤＫ 熊谷　俊一 ユートピアTA
6 男子45 小林　充 サンライズTC 足利　徹 サンライズTC
7 男子45 榊田　隆文 ルネッサンスTC 長井　健 ルネッサンスTC
8 男子45 相原　朝男 THTC 小松　芳英 THTC


