
平成24年度秋田県民体育大会テニス競技

平成24年6月29日～7月1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

男子シングルス (1)

2 熊谷朋太郎 (秋田) 堀井　　架

(秋田工) 361 板橋　　駿 (秋田工) 斉藤　祐斗

3 工藤　千歳 (能代工) 加藤　　祥

(秋田商) 37

4 佐藤　康太 (国学館) 五十嵐諭史

(明桜) 38

5 畠山　翔伍 (大館工) 佐藤　大輝

(桜中) 39

6 渡部　　恵 (明桜) 村井　裕貴

(大館工) 40

7 菊地　桂生 (新屋) 加藤  仁岳

(能代工) 41

8 吉川　真矢 (秋田工) 伊藤　徳宏

(秋田) 42

9 高橋　明良 (横手) 湯浅　凌介

(国学館) 43

10 佐々木孔明 (秋田商) 佐藤　友紀

(横手) 44

11 鈴木　満葵 (新屋) 進藤  貴郁

(新屋) 45

12 加藤　志門 (明桜) 田村　翔大

(秋田) 46

13 村山　太郎 (秋田工) 渡部　正規

(秋田商) 47

14 北嶋　智也 (能代工) 佐藤　泰河

(秋田工) 48

15 二木　光之 (国学館) 敦賀　　帝

(明桜) 49

16 佐々木一成 (秋田工) 加藤　伸吾

(秋田工) 50

17 佐藤　光一 (秋田商) 渡部　　蓮

(由利工) 51

Ａ Ｂ

(秋田工) 53

(城南中) 52

19 池田  匠吾 (秋田) 安保　　楓　　 (大館工) 54

18 柴田　拓哉 (秋田商) 大沢　　将

20 佐々木健斗 (新屋) 佐藤　　蒼 (横手) 55

21 西村　傑使 (大館工) 佐々木勇人 (秋田商) 56

22 菅原　拓馬 (秋田工) 三村　朋生 (明桜) 57

23 村山　智之 (秋田工) 佐々木周平 (秋田商) 58

24 小沼　航也 (能代工) 土屋　　潔 (新屋) 59

25 佐々木魁人 (横手) 松田　一孝 (西目) 60

26 長沼　　佑 (明桜) 栗田　裕也 (由利工) 61

27 青山　　蓮 (国学館) 熊谷　洸成 (明桜) 62

28 加藤　凜久 (将軍野中) 阿部　泰亮 (秋田工) 63

29 菅原　朋樹 (秋田) 庄司　健太 (国学館) 64

30 佐藤　亮輔 (秋田商) 佐藤　瑠星 (大館工) 65

31 妹尾　達也 (横手) 三平　悠太 (秋田) 66

32 栃内　陽介 (明桜) 坂口　昌弘 (秋田商) 67

33 高山　　裕 (由利工) 三浦　壮舟 (能代工) 68

34 小林　大樹 (大館工) 檜森　将利 (秋田工) 69

35 磯和　賢孝 (秋田工)



平成24年度秋田県民体育大会テニス競技 平成24年度秋田県民体育大会テニス競技

平成24年6月29日～7月1日 平成24年6月29日～7月1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 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

男子シングルス (2)
揚出　達也 (秋田商) 10570 朝倉　健一 (秋田商)

山本　一輝 (秋田工) 10671 沼倉　拓也 (秋田工)

小林　　駆 (国学館) 10772 塚田　　晴 (明桜)

羽澤　優吾 (大館工) 10873 石井　雄也 (国学館)

河合　燿瑠 (明桜) 10974 大和　綾仁 (横手)

進藤　大樹 (新屋) 11075 桜庭　涼太 (大館工)

菅原　康平 (由利工) 11176 松野恵理哉 (秋田)

木曽　耕輔 (秋田工) 11277 伊藤　　翼 (能代工)

津谷　勝矢 (能代工) 11378 金澤　直之 (明桜)

齋藤　順悦 (秋田商) 11479 渡辺　風太 (秋田工)

高橋　磨世 (大館工) 11580 大塚　翔太 (能代工)

加藤　　航 (能代工) 11681 清水　陽人 (新屋)

八端　大夢 (秋田工) 11782 大野辰太郎 (明桜)

鈴木　　成 (秋田) 11883 加賀谷亮輔 (由利工)

後藤　泰斗 (横手) 11984 倉田  陸朗 (秋田)

藤井　文哉 (明桜) 12085 麻生　勇希 (秋田商)

青塚　　豊 (秋田工) 121
Ｃ Ｄ

86 中山　　凌 (秋田工)

(秋田商) 12287 塚本　光樹 （泉中） 小笠原祐作

(秋田工) 12388 小野  航大 (秋田商) 高橋　健太

(明桜) 12489 小林　真樹 (能代工) 菅原　翔吾

(大館工) 12590 畠山　聖矢 (秋田工) 渡辺　泰生

(能代工) 12691 豊田　哲平 (西目) 髙山　健太

(新屋) 12792 臼井　一喜 (明桜) 高橋　直也

(秋田商) 12893 伊藤　直輝 (秋田工) 櫻庭　大晴

(国学館) 12994 佐々木誠太郎 (秋田) 樋熊　俊平

(秋田) 13095 越後　悠樹 (大館工) 田口　健斗

(秋田商) 13196 小松　　将 (由利工) 石塚　　潤

(国学館) 13297 佐々木大介 (明桜) 北野又　翔

(横手) 13398 石垣一久真 (秋田工) 佐藤　　光

(秋田工) 13499 相原　脩吾 (新屋) 伊東　晃史

(明桜) 135100 石川　　燎 (国学館) 児玉　雄太

(由利工) 136101 伊藤　　凌 (秋田工) 松下　大成

(新屋) 137102 栗谷川聖弥 (横手) 富樫　巧貴

104 船木　碩人 (秋田商)

(秋田) 138

榎本　清人 (秋田工) 139

103 佐藤　憲吾 (大館工) 猿田　悠斗



平成24年度秋田県民体育大会テニス競技

平成24年6月29日～7月1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

男子ダブルス

(秋田商) 35

2 佐々木魁人・佐藤　　光 (横手) 安保　　楓・小林　大樹 (大館工) 36

1 板橋　　駿・磯和　賢孝 (秋田工) 揚出　達也・柴田　拓哉

(秋田) 37

4 進藤　貴郁・池田　匠吾 (秋田) 高橋　直也・清水　陽人 (新屋) 38

3 佐々木周平・堀井　　架 (秋田商) 猿田　悠斗・熊谷朋太郎

(能代工) 39

6 青山　　蓮・櫻庭　佑太 (国学館) 長沼　佑・河合　燿瑠 (明桜) 40

5 金澤　直之・三村　朋生 (明桜) 伊藤　　翼・小沼　航也

(秋田工) 41

8 渡部　　蓮・塚本　光樹 (城南中・泉中) 佐藤　康太・樋熊　俊平 (国学館) 42

7 藤井　文哉・小野　遼晴 (明桜) 村山　太郎・敦賀　　帝

(大館工) 43

10 田口　健斗・鈴木　成 (秋田) 斉藤　祐斗・大沢　　将 (秋田工) 44

9 湯浅　凌介・高橋　明良 (横手) 越後　悠樹・畠山　翔伍

(能代工) 45

12 桜庭　涼太・羽澤　優吾 (大館工) 加藤　志門・菅原　翔吾 (明桜) 46

11 田村　翔大・櫻庭　大晴 (秋田商) 加藤　　航・大塚　翔太

(横手) 47

14 菅原　拓馬・石垣一久真 (秋田工) 石川　　燎・北野又　翔 (国学館) 48

13 八端　大夢・伊藤　　凌 (秋田工) 大和　綾仁・後藤　泰斗

(秋田) 49

16 加藤　祥・塚田　晴 (明桜) 青塚　　豊・山本　一輝 (秋田工) 50

15 菅原　康平・加藤　伸吾 (由利工) 三平　悠太・倉田　陸朗

(秋田商) 51

18 高橋　健太・中山　　凌 (秋田工) 佐々木勇人・石塚　　潤 (秋田商) 52

17 津谷　勝矢・村井　裕貴 (能代工) 佐々木孔明・佐藤　光一

(秋田工) 53

20 高橋　磨世・佐藤　憲吾 (大館工) 土屋　　潔・佐々木健斗 (新屋) 54

19 工藤　岬・川和田　元輝 (明桜) 木曽　耕輔・佐々木一成

(明桜) 55

22 石井　雄也・加藤　　諒 (国学館) 渡辺　風太・伊東　晃史 (秋田工) 56

21 佐藤　亮輔・小野  航大 (秋田商) 大野　辰太郎・栃内　陽介

(国学館) 57

24 佐々木誠太郎・松野恵理哉 (秋田) 菅原　朋樹・加藤　仁岳 (秋田) 58

23 畠山　聖矢・伊藤　直輝 (秋田工) 庄司　健太・伊藤　徳宏

(秋田商) 59

26 佐藤　友紀・相原　脩吾 (新屋) 松田　一孝・豊田　哲平 (西目) 60

25 北嶋　智也・髙山　健太 (能代工) 小笠原祐作・齋藤　順悦

(明桜) 61

28 阿部　泰亮・吉川　真矢 (秋田工) 妹尾　達也・佐藤　　蒼 (横手) 62

27 佐藤　泰河・児玉　雄太 (明桜) 熊谷　洸成・佐々木　大介

(由利工) 63

30 西村　傑使・渡辺　泰生 (大館工) 進藤　大樹・菊地　桂生 (新屋) 64

29 松下　大成・加賀谷亮輔 (由利工) 小松　　将・栗田　裕也

(大館工) 65

32 鈴木　満葵・富樫　巧貴 (新屋) 小林　真樹・三浦　壮舟 (能代工) 66

31 村山　智之・渡部　正規 (秋田工) 佐藤　瑠星・佐藤　大輝

(秋田商) 67

34 朝倉　健一・船木　碩人 (秋田商) 榎本　清人・檜森　将利 (秋田工) 68

33 二木　光之・小林　　駆 (国学館) 麻生　勇希・坂口　昌弘



平成24年度秋田県民体育大会テニス競技

平成24年6月29日～7月1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

(聖霊) 35

2 佐藤日向子 (秋田) 尾留川千尋 (西目) 36

1 田中　虹河 (聖霊) 三浦　里奈

(新屋) 37

4 小松　瑞歩 (新屋) 田中萌々子 (飯島中) 38

3 高橋　円香 (聖霊) 佐々木　杏奈

(秋田商) 39

6 安田　早希 (聖霊) 山口　茉耶 (秋田) 40

5 岩谷　晴香 (秋田商) 舛谷　来夢

(新屋) 41

8 藤嶋　理紗 (新屋) 金森　彩佳 (西目) 42

7 寺田　未来 (西目) 渡部　菜緒

(秋田商) 43

10 櫻田　侑奈 (秋大附中) 松田あすか (秋田) 44

9 宮野　梓穂 (聖霊) 谷藤　穂香Ａ Ｃ

(西目) 45

12 德田　結華 (新屋) 小森　まどか (新屋) 46

11 佐々木瑠奈 (西目) 伊藤　真実

(横手) 47

14 狩野　知春 (西目) 細矢　　楓 (西目) 48

13 山田　璃央 (秋田商) 石山里穂子

(新屋) 49

16 田口　麻衣 (新屋) 淀川　玲奈　 (秋田商) 50

15 判田有理菜 (横手) 駒野　みなみ

(聖霊) 51

18 堀井ともみ (秋田南中) 坂谷　朱里 (聖霊) 52

17 滝沢　幸恵 (秋田商) 鈴木　希望

(新屋) 53

20 竹田ほのか (秋田) 佐藤　鈴佳 (秋田) 54

19 吉尾　明日花 (新屋) 伊藤　みのり

(西目) 55

22 植村　野乃花 (新屋) 齋藤　りさ (西目) 56

21 金沢さくら (秋田商) 堀井　七奈

(秋田商) 57

24 佐野　愛美 (西目) 稲垣　美法 (新屋) 58

23 福地　綾女 (聖霊) 齋藤　由紀

(聖霊) 59

26 高橋　留衣 (横手) 佐藤　凪紗 (聖霊) 60

25 長山可奈子 (秋田西中) 長谷部花奈

Ｂ Ｄ

(新屋) 61

28 佐々木美祝 (聖霊) 高橋　　唯 (秋田商) 62

27 齋藤星麗夏 (西目) 若生　悠

(西目) 63

30 長谷川莉慧霞 (秋田) 渡邉みな美 (秋田) 64

29 米川　真生 (秋田商) 森　　彩菜

(新屋) 65

32 佐藤　真名 (新屋) 三浦　　結 (横手) 66

31 大久保冴莉 (秋田商) 池田　ひろか

(秋田商) 67

34 能登　千晴 (新屋) 大島　楓歩 (聖霊) 68

33 畠山　玲美 (西目) 菊地　珠莉



平成24年度秋田県民体育大会テニス競技

平成24年6月29日～7月1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 田中　虹河・大島　楓歩 (聖霊)

2 佐々木瑠奈・尾留川千尋 (西目)

3 佐藤　鈴佳・佐藤日向子 (秋田)

4 田中萌々子・長山可奈子
(飯島中・秋田
西中)

5 德田　結華・藤嶋　理紗 (新屋)

6 宮野　梓穂・長谷部花奈 (聖霊)

7 三浦　　結・判田有理菜 (横手)

8 金沢さくら・淀川　玲奈 (秋田商)

9 池田　ひろか・小森　まどか (新屋)

10 鈴木　希望・佐々木美祝 (聖霊)

11 駒野　みなみ・渡部　菜緒 (新屋)

12 金森　彩佳・堀井　七奈 (西目)

13 滝沢　幸恵・齋藤　由紀 (秋田商)

14 岩谷　晴香・舛谷　来夢 (秋田商)

15 狩野　知春・細矢　　楓 (西目)

16 佐藤　真名・佐々木　杏奈 (新屋)

17 堀井ともみ・櫻田　侑奈
(秋田南中・秋
大附中)

18 能登　千晴・植村　野乃花 (新屋)

19 佐藤　凪紗・高橋　円香 (聖霊)

20 山田　璃央・高橋　　唯 (秋田商)

21 齋藤　りさ・寺田　未来 (西目)

22 山口　茉耶・渡邉みな実 (秋田)

23 伊藤　みのり・吉尾　明日花 (新屋)

24 伊藤　真実・畠山　玲美 (西目)

25 谷藤　穂香・米川　真生 (秋田商)

26 森　　彩菜・齋藤星麗夏 (西目)

27 長谷川莉慧霞・松田あすか (秋田)

28 安田　早希・福地　綾女 (聖霊)

29 小松　瑞歩・田口　麻衣 (新屋)

30 高橋　留衣・石山里穂子 (横手)

33 三浦　里奈・坂谷　朱里 (聖霊)

31 稲垣　美法・若生　悠 (新屋)

32 大久保冴莉・菊地　珠莉 (秋田商)



公式練習割り当て

６月２９日（金） 中央公園男女

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8:20

8:35

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8:20

8:35

8:50 監督会議

６月３０日（土） 北野田男子

1 2 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
8:15

8:30

8:45

9:00 監督会議

６月３０日（土） 中央公園女子

11 12 13 14 15 16 17 18
8:20

8:35

8:50 監督会議

７月１日（日）については、前日に監督会議で決めたいと思います。

秋田男子 秋田男子 新屋男子 新屋男子

由利工 西目男子 西目女子 西目女子 横手男子 横手男子

秋田工 秋田工 秋田工 秋田工 秋田工 Ｊｒ男子

大館工 大館工 能代工 能代工

明桜 明桜 明桜 新屋 新屋

新屋女子 Ｊｒ女子 秋田商女子 秋田商女子

秋田商男子 秋田商男子

秋田工 秋田工 秋田工 秋田工 秋田商

秋田女子 横手女子 聖霊 聖霊

秋田商 Ｊｒ男子 秋田工

国学館 国学館

秋田商

国学館

新屋女子 新屋女子

秋田商男子 明桜 明桜 明桜 国学館

横手秋田 秋田 大館工 大館工 能代工 能代工 由利工 西目 横手

秋田商女子

新屋 新屋 新屋 秋田

西目 西目 聖霊 聖霊 秋田商女子 Ｊｒ女子 横手女子




