
平成23年度　県体テニス競技

2011年7月1日～3日

中央公園テニスコート・北野田公園テニスコート

男子シングルス (1)

(秋田商) 37

辻永　佑樹 (秋田工) 朝倉　健一 (秋田商) 36

2 佐藤　涼平 (明桜) 松橋　陽司

1

三村　朋生 (明桜) 394 小沼　航也 (能代工)

(秋田) 41

3 松下　大成 (由利工) 三浦　　悠 (秋田工) 38

加藤  仁岳 (秋田) 津谷　勝矢 (能代工) 40

6 会津　陵太 (新屋) 澤畑　恒来

5

渡邊　駿輝 (国学館) 438 大沢　　将 (秋田工)

(新屋) 45

7 柴田　博光 (秋田南） 高橋　健太 (秋田工) 42

太田　晴喜 (秋田商) 佐藤　大介 (大館工) 44

10 工藤　康平 (大館工) 半田　雄基

9

小笠原祐作 (秋田商) 4712 本間　慶太 (西目)

(明桜) 49

11 戸部真太郎 (秋田商) 大和　綾仁 (横手) 46

佐々木　涼 (国学館) 鎌田　知範 (秋田) 48

14 渡辺　風太 (秋田工) 高橋　勇気

13

石山　雄介 (由利工) 5116 松野  恵理哉 (秋田)

大塚　翔太 (能代工) 5015 加藤　志門 (明桜)

(秋田商) 53
Ａ Ｂ

船木　碩人 (秋田商) 工藤　　柊 (秋田工) 52

18 川端　敦史 (秋田) 加賀　力也

17

佐藤　康太 (国学館) 5520 加藤　　諒 (国学館)

(秋田) 57

19 櫻庭　大晴 (秋田商) 佐藤　優樹 (秋田工) 54

熊谷　史也 (由利工) 臼井　一喜 (明桜) 56

22 菅原　健太 (横手) 杉山　謙一朗

21

北嶋　智也 (能代工) 5924 髙山　健太 (能代工)

(秋田商) 61

23 嵯峨　貴史 (新屋) 佐々木勇人 (秋田商) 58

麻生　勇希 (秋田商) 齋藤　将司 (由利工) 60

26 北岡　春也 (明桜) 柴田　拓哉

25

佐藤　世成 (大館工) 6328 古屋　義輝 (国学館)

(明桜) 65

27 鈴木　拓馬 (秋田工) 伊東　晃史 (秋田工) 62

進藤　大樹 (新屋) 青山　　蓮 (国学館) 64

30 佐々木孔明 (秋田商) 渡辺　樹生

29

奈良　武 (能代工) 6732 金澤　直之 (明桜)

佐藤　友紀 (新屋) 6631 熊谷  朋太郎 (秋田)

畠山　翔伍 (大館工) 池田  匠吾 (秋田) 68

34 小林　真樹 (能代工) 榎本　清人

33

(秋田工) 69

35 米澤　史弥 (秋田工)



(秋田工) 104

(由利工) 105

(能代工) 108

(秋田) 109

(横手) 112

(秋田商) 113

(明桜) 116

(西目) 117

(秋田商) 120

(秋田商) 121

(能代工) 124

(新屋) 125

(国学館) 128

(秋田商) 129

(能代工) 132

(明桜) 133

(秋田商) 137

小山内　朗 (秋田工) 136

小松　　勝

70 板橋　　駿 (秋田工) 磯和　賢孝

71 高橋　直也 (新屋)

河合　燿瑠 (明桜) 10773 倉田  陸朗 (秋田)

菊地　桂生 (新屋) 10672 羽澤　優吾 (大館工)

菅原　悠樹

74 伊藤　翼 (能代工) 今野　裕也

75 櫻庭　佑太 (国学館)

齋藤　大輔 (大館工) 11177 佐藤　亮輔 (秋田商)

石塚　　潤 (秋田商) 11076 大野　辰太郎 (明桜)

越後　拓也

78 松浦　　将 (由利工) 滝　　壱成

79 吉岡　悠介 (能代工)

菅原  朋樹 (秋田) 11581 湯浅　凌介 (横手)

伊藤　　凌 (秋田工) 11480 佐々木周平 (秋田商)

松田　一孝

82 斉藤　祐斗 (秋田工) 渡部　　恵

83 三浦　冬聖 (秋田)

阿崎　智也 (秋田工) 11985 京極　淳之介 (秋田工)

庄司　健太 (国学館) 11884 松本　　明 (明桜)

揚出　達也

86 千葉　厚也 (秋田商)
Ｃ Ｄ

石井　弘貴

87 鈴木　　凌 (秋田工)

栃内　陽介 (明桜) 12389 佐藤　　遼 (由利工)

八端　大夢 (秋田工) 12288 児玉　雄太 (明桜)

加藤　拓也

90 藤原　裕弥 (能代工) 堀内　雄介

91 佐藤　光一 (秋田商)

櫻庭　太一 (大館工) 12793 工藤　　翔 (秋田工)

中山　　凌 (秋田工) 12692 石井　雄也 (国学館)

仁平　健明

94 佐々木　遼 (秋田) 石川　　燎

95 齋藤　恭弥 (由利工)

加賀　　亘 (由利工) 13197 田村　翔大 (秋田商)

進藤  貴郁 (秋田) 13096 伊藤　佑真 (大館工)

長沼　　佑

98 武田　修和 (能代工) 袴田　圭真

99 北野又　翔 (国学館)

平塚　大喜 (国学館) 135101 熊谷　洸成 (明桜)

石川　恵太 (新屋) 134100 相原　脩吾 (新屋)

佐藤　透馬

102 佐々木  誠太郎 (秋田)

103 檜森　将利 (秋田工)



平成23年度　県体テニス競技

2011年7月1日～3日

中央公園テニスコート・北野田公園テニスコート

男子ダブルス

1 辻永　佑樹・板橋　　駿 (秋田工) 朝倉　健一・船木　碩人

2 ｂｙｅ

(秋田) 加賀　　亘・小松　　勝

(秋田商) 33

ｂｙｅ 34

(由利工) 35

4 津谷　勝矢・伊藤　翼 (能代工) 松野　恵理哉・熊谷　朋太郎 (秋田) 36

3 佐々木　誠太郎・進藤　貴郁

5 齋藤　将司・齋藤　恭弥 (由利工) 高橋　勇気・長沼　　佑

6 佐々木勇人・小笠原祐作 (秋田商) 畠山　翔伍・羽澤　優吾

(横手) 伊藤　　凌・京極　淳之介

(明桜) 37

(大館工) 38

(秋田工) 39

8 鈴木　拓馬・斉藤　祐斗 (秋田工) 石川　　燎・北野又　翔 (国学館) 40

7 菅原　健太・大和　綾仁

9 北岡　春也・渡部　　恵 (明桜) 越後　拓也・太田　晴喜

10 石塚　　潤・田村　翔大 (秋田商) 進藤　大樹・高橋　直也

(大館工) 松本　　明・金澤　直之

(秋田商) 41

(新屋) 42

(明桜) 43

12 佐々木　涼・庄司　健太 (国学館) 杉山　謙一朗・鎌田　知範 (秋田) 44

11 佐藤　大介・櫻庭　太一

13 武田　修和・堀内　雄介 (能代工) 藤原　裕弥・今野　裕也

14 加藤　仁岳・池田　匠吾 (秋田) 滝　　壱成・湯浅　凌介

(明桜) 阿崎　智也・小山内　朗

(能代工) 45

(横手) 46

(秋田工) 47

16 檜森　将利・米澤　史弥 (秋田工) 石井　弘貴・千葉　厚也 (秋田商) 48

15 熊谷　洸成・佐藤　涼平

17 川端　敦史・佐々木　遼 (秋田) 揚出　達也・柴田　拓哉

18 石山　雄介・松下　大成 (由利工) 大塚　翔太・髙山　健太

(国学館) 佐藤　世成・伊藤　佑真

(秋田商) 49

(能代工) 50

(大館工) 51

20 渡辺　風太・伊東　晃史 (秋田工) 会津　陵太・石川　恵太 (新屋) 52

19 渡邊　駿輝・平塚　大喜

21 中山　　凌・高橋　健太 (秋田工) 三村　朋生・河合　燿瑠

22 松田　一孝・本間　慶太 (西目) 古屋　義輝・加藤　　諒

(明桜) 八端　大夢・佐藤　優樹

(明桜) 53

(国学館) 54

(秋田工) 55

24 半田　雄基・加藤　拓也 (新屋) 菅原　悠樹・澤畑　恒来 (秋田) 56

23 大野　辰太郎・児玉　雄太

25 工藤　康平・齋藤　大輔 (大館工) 吉岡　悠介・袴田　圭真

26 栃内　陽介・加藤　志門 (明桜) 大沢　　将・工藤　　翔

(秋田商) 嵯峨　貴史・佐藤　友紀

(能代工) 57

(秋田工) 58

(新屋) 59

28 櫻庭　佑太・青山　　蓮 (国学館) 臼井　一喜・渡辺　樹生 (明桜) 60

27 佐々木孔明・佐藤　光一

29 菅原　朋樹・倉田　陸朗 (秋田) 熊谷　史也・佐藤　　遼

30 小沼　航也・北嶋　智也 (能代工) 石井　雄也・佐藤　康太

(新屋)

(由利工) 61

(国学館) 62

ｂｙｅ 63

32 鈴木　　凌・工藤　　柊 (秋田工) 榎本　清人・磯和　賢孝 (秋田工) 64

31 相原　脩吾・菊地　桂生



第62回秋田県県民体育大会テニス競技（少年の部）

平成２３年７月１日～７月３日

秋田県立中央公園テニスコート・秋田市北野田公園テニスコート

女子シングルス

1 佐藤　万峰 (聖霊) 桜庭　　茜

2 ｂｙｅ

(秋田) 保坂　沙貴

(聖霊) 33

ｂｙｅ 34

(秋田商) 35

4 松本　瑠衣 (西目) 植村野乃花 (新屋) 36

3 長谷川莉慧霞

5 市川　晴菜 (秋田商) 八木　叶恵

6 駒野みなみ (新屋) 齋藤　由紀

ｂｙｅ

(秋田) 37

(秋田商) 38

ｂｙｅ 39

8 齋藤　玲香 (聖霊) 三浦　里奈 (秋田西中) 40

7

9 工藤　礼奈 (秋田商) 藤　　祥子
Ａ Ｃ

10 ｂｙｅ

(秋田) 米川　真生

(秋田) 41

ｂｙｅ 42

(秋田商) 43

12 鈴木　希望 (聖霊) 丸山めぐみ (新屋) 44

11 松田あすか

13 石山里穂子 (横手) 佐藤絵利香

14 齋藤　りさ (西目) 小林　里沙

ｂｙｅ

(西目) 45

(秋田商) 46

ｂｙｅ 47

16 二木ひかり (秋田商) 田中　虹河 (聖霊) 48

15

17 能登　千晴 (新屋) 佐々木梨保

18 ｂｙｅ

(聖霊) 滝沢　幸恵

(聖霊) 49

ｂｙｅ 50

(秋田商) 51

20 松橋　有希 (秋田商) 村上　詩織 (西目) 52

19 照井　仲子

21 松岡　実李 (秋田) 高橋　留衣

22 宮野　梓穂 (聖霊) 渡邊みな美

ｂｙｅ

(横手) 53

(秋田) 54

ｂｙｅ 55

24 安田明日美 (秋田商) 田口　瑠香 (秋田商) 56

23

25 羽渕えりか (秋田) 坂谷　朱里
Ｂ Ｄ

26 ｂｙｅ

(聖霊) 高橋　　唯

(聖霊) 57

ｂｙｅ 58

(秋田商) 59

28 髙屋　美幸 (秋田商) 池田七菜子 (西目) 60

27 安田　早希

29 谷藤　穂香 (秋田商) 山口　麻耶

30 齋藤星麗夏 (西目) 池田ひろか　

ｂｙｅ

(秋田) 61

(新屋) 62

ｂｙｅ 63

32 大島　楓歩 (山王中) 堀井なつみ (聖霊) 64

31



第62回秋田県県民体育大会テニス競技（少年の部）

平成２３年７月１日～７月３日

秋田県立中央公園テニスコート・秋田市北野田公園テニスコート

女子ダブルス

1 佐藤　万峰・堀井なつみ (聖霊) 八木　叶恵・藤　　祥子

2 ｂｙｅ

(秋田商) 齋藤　玲香・鈴木　希望

(秋田) 17

ｂｙｅ 18

(聖霊) 19

4 照井　仲子・三浦　里奈 (聖霊・秋田西中) 安田明日美・髙屋　美幸 (秋田商) 20

3 工藤　礼奈・谷藤　穂香

5 能登　千晴・丸山めぐみ (新屋) 佐藤絵利香・松本　瑠衣

6 ｂｙｅ 植村野乃花・池田ひろか

ｂｙｅ

(西目) 21

(新屋) 22

ｂｙｅ 23

8 松田あすか・山口　麻耶 (秋田) 二木ひかり・市川　晴菜 (秋田商) 24

7

9 田中　虹河・大島　楓歩 (聖霊・山王中) 高橋　留衣・石山里穂子

10 ｂｙｅ

(秋田商) 米川　真生・高橋　　唯

(横手) 25

ｂｙｅ 26

(秋田商) 27

12 坂谷　朱里・安田　早希 (聖霊) 渡邊みな美・長谷川莉慧霞 (秋田) 28

11 松橋　有希・齋藤　由紀

13 池田七菜子・村上　詩織 (西目) 田口　瑠香・滝沢　幸恵

14 小林　里沙・保坂　沙貴 (秋田商) 齋藤星麗夏・齋藤　りさ

ｂｙｅ

(秋田商) 29

(西目) 30

ｂｙｅ 31

16 松岡　実李・羽渕えりか (秋田) 佐々木梨保・桜庭　　茜 (聖霊) 32

15



男子　順位決定決勝リーグ
ブ
ロ
ッ

ク

－ － － 　勝　敗

第　　位

－ － － 　勝　敗

第　　位

－ － － 　勝　敗

第　　位

－ － － 　勝　敗

第　　位

女子　順位決定決勝リーグ
ブ
ロ
ッ

ク

－ － － 　勝　敗

第　　位

－ － － 　勝　敗

第　　位

－ － － 　勝　敗

第　　位

－ － － 　勝　敗

第　　位

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
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