
ディレクター 工藤恵子

レフェリー 中山美枝子

＊ 期日 令和２年１０月２５日（日）

＊ 会場 県立中央公園テニスコート（雄和）

＊ 試合方法 予選リーグ　《３ぺアまたは４ペアのラウンドロビン方式　》　

予選リーグ　５ゲーム先取(４－４　７ポイントタイブレーク）ノーアドバンテージ

３チームリーグは、６ゲーム先取ノーアドバンテージ

トーナメントは、1セットマッチ　ノーアドバンテージ

＊変更する場合もあり。

＊ 組み合わせ 当日受付順に抽選。（オープンドロー）

同所属が同一リーグになった場合、抽選しなおし等の配慮あり。

決勝トーナメントのドローの位置は決定済み。

＊ ８：４０

＊ 試合開始　　　 ９：００予定

その他の注意

１）ウォームアップサービス４本 　　＊リーグ戦での順位の決め方

２）試合が続く場合の休憩 　１．勝試合数の数

　　５分以内 　２．勝数が同じ場合

３）番号の若い方がボール受け取り 　　１）２組の場合　　対戦上位

　　勝者が本部に報告 　　２）３組以上の場合　取得ゲーム率

４）天候等で試合方法変更あり

５）ベスト４から、賞品あり（一般女子はＡＢトー優勝、準優勝のみ）

６）全てセルフジャッジとする

７）初戦ニューボール

　　それ以降はセットボール

1 高橋　浩平 A.T.C 宮下　貴行 RTC

2 松本　功 ＴＤＫ 楠本　翔平 ＴＤＫ

3 後藤　哲三 ＴＤＫ 松原　英哉 ＴＤＫ

4 伊東　和幸 サンライズTC 佐々木　政一郎 サンライズTC

5 柳舘　侑 秋田市役所 向川　靖幸 秋田市役所

6 夏井　福太 B.I.TENNIS 大島　政人 B.I.TENNIS

7 栗岡　瑶 フリー 佐藤　孝行 フリー

8 佐藤　憲人 ユートピアTA 加賀　秀和 ユートピアTA

9 津谷　善幸 北秋田TC 白坂　卓也 大館ローンTC

10 金　涼太 サンライズTC 佐々木　洸大 サンライズTC

11 笠間　史仁 フリー 村田　昇平 フリー

12 大関　宏和 泉TC 酒井　恭平 チョッパーズ

13 続橋　優斗 山王TC 続橋　浩司 フリー

14 大内　祐也 秋田大学 乗上　啓太 秋田大学

15 加藤　徹 中通総合病院TC 岡島　一真 ＴＨＴＣ

16 川村　高広 TEAM C 伊藤　絋成 フリー

17 神原　隆世 サンライズTC 金子　渉 ATA

18 小松　芳英 ＴＨＴＣ 今田　充 ＴＨＴＣ

  第１５回ダンロップ杯

オープンダブルステニス大会　

決勝トーナメント　《１位２位トーナメントと、３位４位トーナメント》

受付終了時間　

一般男子



1 板倉　光来 秋田銀行 佐藤　優子 チョッパーズ

2 土田　淳子 TEAM C 水澤　綾香 TEAM C

3 佐藤　日菜 B.I.TENNIS 菊地　美優 B.I.TENNIS

4 小笠原　紅 大館フリー 宇佐美　遥菜 大館フリー

5 増瀨　美裕紀 スギッチ 倉田　友美 スギッチ

6 那波　美穂子 中通総合病院TC 那波　碧彩 その他

7 三浦　里奈 雄和TC 鳴海　舞子 フリー

8 宇佐美　牧子 WILLS 伊藤　洋子 WILLS

1 荒木　学 大館ローンTC 藤田　康弘 山王TC

2 渡辺　洋 RTC 福田　和人 WILLS

3 赤坂　朗 ＴＤＫ 浅場　敦 ユートピアTA

4 古谷　誠 WILLS 藤木　久司 WILLS

5 佐藤　大樹 ルネッサンスTC 榊田　隆文 ルネッサンスTC

6 大坂　淳 チョッパーズ 佐藤　勝 RTC

7 貝沼　雄亮 秋田市役所 齊藤　英知 ATA

8 齊藤　透 RTC 小場　和之 県大倶楽部

9 伊藤　和彦 ＫＣ’Ｓ 菊池　彰夫 コスモスTC

10 田中　英樹 県大倶楽部 加藤　文男 ＫＣ’Ｓ

11 長井　健 ルネッサンスTC 鎌田　泰行 サンライズTC

1 神谷　真粧美 ALTF 吉田　真澄 ALTF

2 吉成　千賀子 ＴＨＴＣ 田口　敦子 泉TC

3 豊嶋　敏子 フリー 田中　華子 スギッチ

4 珍田　貞子 ALTF 三森　裕子 ALTF

5 山口　佐知子 WILLS 澤井　悦子 GTO

6 今野　明美 ユートピアTA 藤井　香理奈 大曲ラブオールTC

7 田中　ひとみ ＫＣ’Ｓ 大沼　留美子 泉TC

8 脇　久子 雄和TC 三浦　由美子 さとうTC

9 辰　徳子 フリー 小玉　恵子 フリー

10 船木　歌織 ＡＡＣ 羽渕　由紀子 中通総合病院TC

11 久米　巳弥子 ルネッサンスTC 木次谷　恵美子 大館ローン

12 金　理奈 中通総合病院TC 赤川　香奈子 ＡＡＣ

13 工藤　恵子 ＡＡＣ 三浦　しずか ＴＨＴＣ
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ベテラン男子

一般女子

首都圏との往来があった場合は、大会当日までに2週間おいてから、参加することとします。

会場にお越しの方は、ゲーム中以外は選手、応援者問わずマスク着用をお願いします。

ゲーム中のハイタッチ、試合終了後の握手もなしです。

また、応援の方の連絡先の記載をお願いします。

また、大声での応援も控えてください。

大会当日は検温を行い、熱のある方の参加はご遠慮していただきます。

ベテラン女子

観戦、応援の際には、密にならないよう、距離を保っていただきます。


