
第23回秋田県チーム対抗テニス大会 エントリーリスト 10月8日

1 県庁テニス同好会Ａ 木谷　貴則 高橋　浩 近藤　祐治 高山　義信 千葉　脩史 渡邉　誠衛

2 サンライズ・うさぎ 金　涼太 板倉　廉 伊東　和幸 船木　理央 払川　幸誠 長沼　佑

3 サンライズ・かめ 佐々木政一郎 神原隆世 佐々木洸大 高橋正 加藤志門

4 TLBG② 福田隼也 秋元駿人 佐々木基 伊藤寧礼 山本幸輔

5 TLBG① 苅谷大樹 川端さき 田口光次 佐藤和明 折笠誠

6 Hare 水澤綾香 川村高広 青塚豊 伊藤絋成 藤井秀成 土田淳子 池田太郎

7 チョッパーズグランパ 工藤 重己 鳥井 保 植村 清之 安倍 明義 永澤 由美子 能登谷 美由起

8 チョッパーズ ビッグスロープ 大坂 淳 長谷部 明広 伊藤 清栄 嶌 悟 佐々木 紗恵子 佐藤 広行

9 RTC 渡辺 洋 宮下　貴行 齊藤　亨 塚田　健 小熊　悟 岸　祐太朗

10 ルネッサンス青チーム 高橋　祐行 佐藤　徳昭 武藤　滋 藤村　貴幸 櫻田　元伸 橋本　匠

11 ルネッサンス赤チーム　 長井　健 本間　利博 榊田　隆文 佐藤　大樹 小田嶋　潤平

12 秋田市役所テニス部Ｂ 桜庭　竹士 佐々木　康元 渡部　雄将 土舘　正平 河本　優也 石塚　泰仁

13 秋田市役所テニス部Ａ＋ 貝沼　雄亮 船木　貴弘 栁舘　侑 向川　靖幸 木村　幸治 佐々木　悠太

14 good　luck B 福田誠一郎 石山司 福原博文 伊藤隆 佐々木京介

15 good luck  A 菊池彰夫 佐々木則和 佐々木透 高橋洋一 堀川啓一

16 西目TC 広田　祥貴 齋藤　一大 佐藤　良矩 岡野　卓 高橋　駿 古田　真以 三船　恵美子 伊東　弥生

17 ? じゃんぶる 足利　徹 小林　充 西川　裕之 萩庭　純 鎌田　慎一 山内　朋宏

18 ブリオッシュB 能登千晴 田中浩亮 須田泰史 工藤諒 相場雄也

19 ブリオッシュA 工藤幸紹 目黒健志 武藤育郁 小山慧 神本舞衣 佐藤拓真

20 県大倶楽部ねお 相川　英夫 小場　和之 佐藤　憲人 伊藤　健二郎 長谷川　融

21 県大倶楽部あるふぁ 田中　英樹 石井　典明 大島　英尚 加藤　文雄 鳴海　舞子

22 セミナイター 小笠原紅 津谷善幸 佐藤孝行 栗岡瑶 白坂卓也 宇佐美遥菜

23 秋浜テニスクリニック 加藤　徹 嵯峨　卓 奈良　俊輔 秋浜　晋 浦山　真 福田　耕二

24 天才と呼ばれて。 長谷部花奈 三浦里奈 堀井ともみ 並木亮太 村山智之

25 ダークホース 鈴木 明志 和泉洋介 今泉 一樹 岡本 雄太 土田 一宇宙

26 チョッパーズ30前後 酒井 恭平 伊藤 悠 渡辺 聡 高橋 卓士 山本 幸輔

27 THTC 小松　芳英 岡島　一真 樋渡　光樹 荒瀬　幸達 今田　充

男子二部



1 木曜日の男達 堀井　なつみ 金子　渉 古城　達憲 河岡　明義 三浦　幸貴

2 全力で楽しむおじさんたち 浅場 敦 荒木 学 高橋 浩平 佐藤 吉宏 本間 真人

3 CTS’s 鈴木　成 渡辺　大樹 木村　駿 大森　誉之 大内　祐也

4 TeamASG 豊嶋　紀之 長島　凌弥 高橋　佑奈 関　海都 藤嶋　誉

1 県庁テニス同好会Ｂ 伊藤　俊美 高橋　昇 深井　智 間藤　正美 藤田　樹 櫻井　正司

2 北都銀行テニス部 手嶋　進 虻川　義孝 石田　徹 佐藤　元気 奥山　拓也 須合　元 増瀬　達也 続橋　浩司

3 ルヴァン 石井　匡人 柏谷　勇斗 藤原　真紀 鈴木　希望 石川　知樹

1 サンライズ・F 中川心 秋山琴絵 鐙真穂 板倉光来 田中花枝 谷地村実保子 船木幸枝

2 Moonglow (ムーングロー) 赤川香奈子 大沼留美子 田中ひとみ 珍田貞子 羽淵由紀子

3 ルネッサンス　女子部 久米　巳弥子 小田桐　博美 榊田　真理子 今野　純子 船木　歌織

＊ チーム名、氏名等、間違いがありましたら、協会まで連絡ください。　☎018-863-2940

＊ 選手変更については、当日まで変更可能ですが、協会登録者か未登録者かで、参加費が変わる点については、ご注意ください。
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