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1 女子 小田桐　博美 ルネッサンスTC 能登谷　美由紀 チョッパーズ
2 女子 佐々木　梨保 inty+ 堀井　なつみ PhoeniX
3 女子 鈴木　麻美子 B.I.TENNIS 山本　裕子 inty+
4 女子 鈴木　忍 B.I.TENNIS 船木 　歌織 ルネッサンスTC
5 女子 菅原　陵 サンライズTC 板倉　光来 サンライズTC
6 女子 三浦　由美子 さとうTC 長谷川　純子 ＡＡＣ
7 女子 田中　ひとみ ＫＣ’Ｓ 木地谷　恵美子 大館ローンTC
8 女子 信田　雅子 ＡＡＣ 片岡　富子 ＡＡＣ
9 女子 赤川　香奈子 ＴＨＴＣ 三浦　しずか ＴＨＴＣ

10 女子 山口　佐知子 wills 澤井　悦子 GTO
11 女子 今野　明美 ユートピアTA 田郷岡　美由紀 フリー
12 女子 大沼　留美子 泉TC 佐藤　雅子 ＡＡＣ
13 女子 久米　巳弥子 ルネッサンスTC 今野　純子 ルネッサンスTC
14 女子 九島　寿美 ホワイト 斎藤　永利子 ホワイト
15 女子 田村　道子 GJTC 田中　はま子 トッキーズ
16 女子 小玉　恵子 フリー 二木　栄美子 エミー
17 女子 小場　多美子 A.T.F 田中　憂子 横手ローン
18 女子 榎　美保子 ALTF 平泉　美和子 ＡＡＣ
19 女子 堀井　るり子 フリー 堀井　ともみ フリー
20 女子 後藤　節子 男鹿シーサイドTC 佐々木　郁子 山王TC

1 男子 福田　和人 サンライズTC 佐藤　吉宏 サンライズTC
2 男子 戸舘　勉 鹿角TC 浅利　貢 鹿角TC
3 男子 高山　裕矢 ルネッサンスTC 伊東　和幸 サンライズTC
4 男子 工藤　重己 チョッパーズ 竹田　和弘 チョッパーズ
5 男子 三浦　一永 inty+ 船木　貴弘 inty+
6 男子 橋本　匠 ルネッサンスTC 佐藤　大樹 ルネッサンスTC
7 男子 大関　宏和 泉TC 大島　英尚 県大倶楽部
8 男子 夏見　拓弥 inty 小玉 　倫也 inty
9 男子 佐々木　一平 県大倶楽部 津谷　善幸 北秋田TC

10 男子 沢田　陽希 サンライズTC 小田嶋　潤平 横手ローンTC
11 男子 石井　弘貴 inty+ 奈良　俊輔 泉TC
12 男子 佐々木　則和 ＫＣ’Ｓ 相川　英夫 ＫＣ’Ｓ
13 男子 村山　智之 サンライズTC 加藤　志門 サンライズTC
14 男子 新堀　斉 三種町テニス 田村　博道 GJTC
15 男子 杉山　徹則 三種町テニス 原田　公生 三種町テニス
16 男子 熊谷　利長 スマートTC 渡辺　光 スマートTC
17 男子 足利　徹 サンライズTC 鎌田　慎一 サンライズTC
18 男子 長沼　佑 県立大学 園田　快斗 県立大学
19 男子 佐々木　洸大 サンライズTC 三浦　幸貴 フリー
20 男子 佐藤　祐輝 ルネッサンスTC 佐藤　広行 ルネッサンスTC
21 男子 安部　瑠之輔 県立大学 武田　昇吾 県立大学
22 男子 渡部　雄将 秋田市役所 桜庭　竹士 秋田市役所
23 男子 小松　芳英 ＴＨＴＣ 相原　朝男 ＴＨＴＣ



1 ミックス 大越　孝生 三種町テニス 三浦　由美子 さとうTC
2 ミックス 福田　和人 サンライズTC 田中　花枝 TEAM C
3 ミックス 金　宏 北都銀行 金　理奈 中通総合病院TC
4 ミックス 大久保　博 大館ローンTC 小田桐　博美 ルネッサンスTC
5 ミックス 石井　弘貴 inty+ 佐々木　梨保 inty+
6 ミックス 高山　裕矢 ルネッサンスTC 谷地村　美保子 TEAM C
7 ミックス 佐々木　政一郎 サンライズTC 鈴木　麻美子 B.I.TENNIS
8 ミックス 伊東　和幸 サンライズTC 鈴木　忍 B.I.TENNIS
9 ミックス 広田　祥貴 inty+ 藤田　真弓 inty+

10 ミックス 金　涼太 サンライズTC 田中　萌々子 ＫＣ’Ｓ
11 ミックス 小松　芳英 ＴＨＴＣ 赤川　香奈子 ＴＨＴＣ
12 ミックス 平井　雄大 チョッパーズ 羽渕　由紀子 中通総合病院TC
13 ミックス 渡邉　洋平 中通総合病院TC 庄司　桃子 inty
14 ミックス 鎌田　吉久 TEAM C 小笠原　紅 大館ローンTC
15 ミックス 高橋　明久 横手ローンTC 藤井　香理奈 大曲ラブオールTC
16 ミックス 奈良　俊輔 泉TC 佐藤　光子 男鹿シーサイドTC
17 ミックス 橋本　匠 ルネッサンスTC 久米　巳弥子 ルネッサンスTC
18 ミックス 村山　智之 サンライズTC 藤原　久美子 サンライズTC
19 ミックス 東田　将士 ダンロップ仙台 堀井　なつみ PhoeniX
20 ミックス 小田嶋　潤平 ルネッサンスTC 今野　純子 ルネッサンスTC
21 ミックス 石井　誠 三種町テニス 木次谷　恵美子 大館ローンTC
22 ミックス 大坂　淳 チョッパーズ 舘岡　陽子 チョッパーズ
23 ミックス 田口　武範 TEAM C 土田　淳子 TEAM C
24 ミックス 佐藤　大樹 ルネッサンスTC 中川　心 サンライズTC
25 ミックス 芹田　雅弥 ルネッサンスTC 船木　歌織 ルネッサンスTC
26 ミックス 伊藤　健二郎 県大倶楽部 大沼　留美子 泉TC
27 ミックス 中山　政明 AAC 中山　美枝子 AAC


