
第２０回秋田県チーム対抗テニス大会　エントリーリスト
期　　日　　平成29年10月8日（日） 

会　　場　　大仙市総合運動公園テニスコート

1 2 3 1 2 3

参加クラス 女子一部 女子一部 女子一部 女子二部 女子二部 女子三部

チーム名 kariana ルネッサンス女子部 クローバー コスモスTC TAKE 5 ちゃんぷる～

代表者　名前 土田　淳子 久米　巳弥子 木次谷　恵美子 高橋　明美 榎　美保子 今野　明美

No.1　名前 佐藤　光子 小田桐　博美 木次谷　恵美子 高橋　明美 榎　美保子 今野　明美

No.1　所属団体 男鹿シーサイドTC ルネッサンスTC 大館ローンTC コスモスTC スマートTC ユートピアTA

No.2　名前 鈴木　忍 榊田　真理子 後藤　節子 塩谷　満喜子 小笠原　紅 川浪　令子

No.2　所属団体 B.I.TENNIS ルネッサンスTC 男鹿シーサイドTC コスモスTC 大館ローンTC フリー

No.3　名前 三浦　里奈 今野　純子 脇　久子 森　薫 大沼　留美子 佐藤　たか子

No.3　所属団体 雄和TC ルネッサンスTC 雄和TC コスモスTC ＡＡＣ 大森町テニスクラブ

No.4　名前 長谷部　花奈 船木　歌織 田中　ひとみ 中村　聖子 佐藤　雅子 進藤　由宜子

No.4　所属団体 雄和TC ルネッサンスTC ＫＣ’Ｓ コスモスTC ＡＡＣ ARU-GA

No.5　名前 水澤　綾香 久米　巳弥子 田中　萌々子 佐々木　節子 赤川香奈子 田郷岡　美由紀

No.5　所属団体 TEAM C ルネッサンスTC ＫＣ’Ｓ 泉TC 山王TC フリー

No.6　名前 土田　淳子 三上　由加子

No.6　所属団体 TEAM C フリー



1 2 3 1 2 3

参加クラス 男子一部 男子一部 男子一部 男子二部 男子二部 男子二部

チーム名 山清テニスクラブ 若者チーム 横手ローン・X AFエラー’s 横手ローン・Y ナイター連合

代表者　名前 鎌田　吉久 村山　智之 高橋　明久 広田　祥貴 太田　勇幸 斉藤　透

No.1　名前 鎌田　吉久 泉沢　雄太郎 今泉　一樹 広田　祥貴 伊藤　昭 大坂　淳

No.1　所属団体 TEAM C 県大倶楽部 横手ローンTC inty＋ 横手ローンTC その他

No.2　名前 伊藤　研治 石井　弘貴 小場　和之 佐藤　良矩 太田　勇幸 渡辺　洋

No.2　所属団体 フリー inty＋ 横手ローンTC フリー 横手ローンTC その他

No.3　名前 赤坂　和男 加藤　志門 高橋　洋一 齋藤　一大 鈴木　明志 近藤　洋二

No.3　所属団体 フリー サンライズTC 横手ローンTC その他 横手ローンTC その他

No.4　名前 栃内 秀啓 村山　智之 佐々木　透 佐藤　渓輔 小松田　剛史 伊藤　寿三

No.4　所属団体 フリー 雄和TC 横手ローンTC その他 横手ローンTC その他

No.5　名前 小豆嶋　光康 佐々木　洸大 芦沢　保則 岡野　卓 和泉　弘一 村井　淳二

No.5　所属団体 フリー 雄和TC 横手ローンTC その他 横手ローンTC その他

No.6　名前 黒沢 天文 高橋　明久 岡野　茂 斉藤　透

No.6　所属団体 ＡＡＣ 横手ローンTC その他 その他

No.7　名前 橋浦　哲哉 阿部　康大

No.7　所属団体 フリー その他

No.8　名前 前澤　万里 中里　彩絵

No.8　所属団体 フリー その他

4 5 6 7 8 9

参加クラス 男子二部 男子二部 男子二部 男子二部 男子二部 男子二部

チーム名 TFC good luck ずんだ No smoking チームわん チームにゃん

代表者　名前 大仲　海渡 福原博文 藤井　香理奈 渡邉　洋平 橋本　匠 橋本　匠

No.1　名前 大仲　海渡 福原博文 大畠　昌也 渡邉　洋平 佐藤　広行 榊田　隆文

No.1　所属団体 秋田高専 フリー 秋田大学 山王TC ルネッサンスTC ルネッサンスTC

No.2　名前 布谷　浩平 福田誠一郎 沢田　陽希 小熊　悟 伊藤　幸喜 武藤　滋

No.2　所属団体 秋田高専 コスモスTC サンライズTC 山王TC ルネッサンスTC ルネッサンスTC

No.3　名前 五十嵐　諭史 堀川　啓一 小田嶋　潤平 白瀬　勉 佐藤　大樹 芹田　雅弥

No.3　所属団体 秋田高専 大曲ラブオールTC 横手ローンTC 山王TC ルネッサンスTC ルネッサンスTC

No.4　名前 鈴木　秀次郎 伊藤　隆 佐藤　繭太 高橋　智彦 佐藤　祐輝 高山　祐矢

No.4　所属団体 秋田高専 大曲ラブオールTC 大曲ラブオールTC ZIMA ルネッサンスTC ルネッサンスTC

No.5　名前 五十嵐　千夏 小松　敏光 藤井　香理奈 小玉　光典 橋本　匠 藤村　貴幸

No.5　所属団体 秋田高専 大曲ラブオールTC 大曲ラブオールTC 山王TC ルネッサンスTC ルネッサンスTC

No.6　名前 田口　水保 佐々木　京介 門間　将 下山　巧真 高橋　祐行

No.6　所属団体 秋田高専 コスモスTC ＪＲ東日本 ファンキーTC ルネッサンスTC



10 11 12 13 14 15

参加クラス 男子二部 男子二部 男子二部 男子二部 男子二部 男子二部

チーム名 サンライズA サンライズB 秋田市役所テニス部Ａ＋秋田市役所テニス部Ｂ＋県庁テニス同好会 由利組合病院

代表者　名前 柏谷　信広 板倉　廉 桜庭　竹士 桜庭竹士 木谷　貴則 押切　裕之

No.1　名前 柏谷　信広 板倉　廉 関　浩 桜庭　竹士 高橋　浩 押切　裕之

No.1　所属団体 サンライズTC サンライズTC 秋田市役所 秋田市役所 県大倶楽部 由利組合病院

No.2　名前 鎌田　泰行 伊東　和幸 貝沼　雄亮 及川　全 長谷川　融 秋濱　晋

No.2　所属団体 サンライズTC サンライズTC 秋田市役所 秋田市役所 その他 由利組合病院

No.3　名前 高橋　正 金　涼太 船木　貴弘 石川　善央 柴田　浩憲 山下　諒

No.3　所属団体 サンライズTC サンライズTC 秋田市役所 秋田市役所 県庁同好会 由利組合病院

No.4　名前 西川　裕之 中川　心 藤井　秀成 河本　優也 高山　義信 谷合　久憲

No.4　所属団体 サンライズTC サンライズTC 秋田市役所 秋田市役所 その他 由利組合病院

No.5　名前 佐々木　政一郎 鈴木　麻美子 木村　幸治 石塚　泰仁 近藤　祐治 田中　理貴

No.5　所属団体 サンライズTC B.I.TENNIS 県大倶楽部 秋田市役所 その他 由利組合病院

No.6　名前 船木　正司 谷地村　実保子 柳舘　侑 佐藤　匡 木谷　貴則 平井　豊彦

No.6　所属団体 ＡＡＣ TEAM C 秋田大学 秋田市役所 県庁同好会 由利組合病院

No.7　名前 佐々木　悠太

No.7　所属団体 秋田市役所

16 17 18 19

参加クラス 男子二部 男子二部 男子二部 男子二部

チーム名 チーム56 チョッパーズ 男鹿シーサイイドテニスクラブ チーム65

代表者　名前 安藤　欣也 工藤　重己 鈴木　重和 鎌田　真一

No.1　名前 相原　朝男 工藤　重己 伊藤　晃 鎌田　真一

No.1　所属団体 ＴＨＴＣ チョッパーズ 男鹿シーサイイドテニスクラブ ＴＨＴＣ

No.2　名前 小松　芳英 能登谷　美由起 菅原　弥三郎 鎌田　道子

No.2　所属団体 ＴＨＴＣ チョッパーズ 男鹿シーサイイドテニスクラブ ＴＨＴＣ

No.3　名前 岡島　一真 安倍　明義 大友　真一 白瀬　順子

No.3　所属団体 フリー チョッパーズ 男鹿シーサイイドテニスクラブ

No.4　名前 泉沢　聖二 竹田　和弘 夏井　茂 土舘　祐子

No.4　所属団体 フリー チョッパーズ 男鹿シーサイイドテニスクラブ 未登録

No.5　名前 安藤　欣也 酒井　恭平 川村　幸雄 村井　幹雄

No.5　所属団体 ＴＨＴＣ チョッパーズ 男鹿シーサイイドテニスクラブ 未登録

No.6　名前 平井　雄大 佐藤　勝 白瀬　兼一

No.6　所属団体 チョッパーズ 男鹿シーサイイドテニスクラブ 未登録

No.7　名前 新居　久嗣 鈴木　重和

No.7　所属団体 チョッパーズ未登録 男鹿シーサイイドテニスクラブ


