
レフェリー 工藤恵子

期日 １０月４日（土）（天候等の理由によっては、５日日曜日にずれ込む場合もあり。）
会場 北野田テニスコート（人工芝）
試合方法

全試合　５ゲーム先取４－４タイブレセミアドバンテージ＊変更する場合もあり。

組み合わせ 当日受付順に抽選。
受付終了時間 男子　８：４０　　　女子　９：２０ 試合開始　　９：００

参加者一覧

浅利　貢 杉林　正光 高橋　卓士 伊東　和幸 赤川　香奈子 能登谷美由起 三浦　由美子 菅沼　和子
鹿角TC 鹿角TC ZIMA 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ ALTC チョッパーズ さとうＴＣ ルネッサンス
塚田　健 斉藤　透 伊勢　和幸 柴田　浩憲 伊藤　真理子 長谷川　聖子 高橋　明美 今野　純子
インプレス インプレス 県庁テニス同好会 県庁テニス同好会 大曲ラブオールユートピア コスモス コスモス
外館　志 下田　孝雄 高橋　智彦 渡辺　克志 小原　明実 三浦　しずか 工藤　恵子 斉藤　房子
大館ローンTC 大館ローンTC ＡＡＣ ＡＡＣ ルネッサンスTC ひまわり ＡＡＣ ＡＡＣ
安藤　欣也 相原　朝男 高橋　明久 西川　裕之 川辺　明子 高田　裕子 鳴海　舞子 中川　心
THTC THTC 横手ローン 泉ＴＣ ZIMA ＡＡＣ サンライズ サンライズ
倉田　貞夫 泉沢　聖二 三吉　一光 古泉　聡 木次谷恵美子 小田桐　博美 村井　幸子 吉田　昭子
THTC フリー 県大倶楽部 なし 大館ローンTC ルネッサンス なし 山王ＴＣ
山崎　良磨 後藤　新 渡部　匠 伊藤　紘成 菅原　愛 原田節子 今野　明美 福田　みどり
秋田高専 秋田高専 秋田高校 秋田高校 TEAM C TEAM C ユートピア ルネッサンス
近藤　洋二 吉岡　拓磨 鎌田　吉久 大島　政人 鈴木　忍 古巣　修子 佐藤　千鶴子 佐藤　章子
三菱マテリアル 三菱マテリアル 泉TC ＴＥＡＭ　Ｃ ＡＡＣ チョッパーズ ルネッサンス 山王ＴＣ
佐藤　宏之 小松　芳英 小玉　吉彦 森下　良平 信田　雅子 大沼　留美子 横山　未奈子 諏訪　真紀子
THTC 山王TC サンライズ 大館ローン ＡＡＣ 泉ＴＣ ZIMA （株）秋備テニス部

旭岡　祐一 貝沼　雄亮 工藤　両弘 相川　英夫 小場　多美子 田中　憂子 降矢　田鶴子 腰山　妙子
なし 秋田市役所 横手ローン KC'S ＡＡＣ 横手ローンＴＣ ALTC(ソレイユ） ＡＬＴＣ（マンデーズ）

三浦　茂 髙橋　二郎 小玉　紘平 永井　翔平 佐藤　雅子 西村　永久子
雄和ＴＣ 雄和ＴＣ 秋田高校 秋田高校 ＡＡＣ ＡＡＣ その他の注意
熊谷　道男　 熊谷　優 三上　健太郎 渡辺　光 髙井　眞理 佐々木　郁子 　１）ウォームアップサービス４本
ファンキー 秋田市役所 スマートクラブ スマートクラブ 山王ＴＣ 山王ＴＣ 　２）試合が続く場合の休憩
伊藤　武也 桜庭　竹士 安倍　明義 工藤　重巳 高橋　てるみ 佐藤　都紀 　　　１０分以内
秋田市役所 秋田市役所 チョッパーズ チョッパーズ コスモス コスモス 　３）番号の若い方がボール受け取り、
吉田　大輔 山本　達平 佐藤　弘幸 斎藤　了 愛知　美清 下山　菜穂子 　　　勝者が本部に報告。
なし なし TDK ユートピア ＡＡＣ ＡＡＣ 　４）天候等で試合方法変更あり。
磯和　賢孝 桧森　将利 熊谷　洋之 小濱　孝仁 佐藤　信子 大野　耕子 　５）全員に参加賞。
ＡＡＣ ファンキー 秋田高校 秋田高校 ALTC（セダー） ALTC（セダー） 　　　ベスト４から、賞品あり。
小場　和之 加藤　文雄 山内　憲二 高橋　忠男 九島　寿美 杉山　直子 　６）すべてセルフジャッジとする。
ユートピア KC'S 山王ＴＣ 山王TC ALTC（ホワイト） ALTC（ホワイト） 　７）初戦ニューボール。
佐藤　憲人 丹伊田　貴 大嶋　一樹 佐藤　隆 田口　香 渡邊　智聖 　　それ以降はセットボール。
ユートピア ユートピア ＡＡＣ ＡＡＣ 県庁テニス同好会 フリー
矢壁　洋一 高橋　直樹 藤原　弘章 三浦　美喜雄 吉田　寿枝 伊藤　あゆみ ＊リーグ戦での順位の決め方
inty+ さとうＴＣ さとうＴＣ ALTC（ホワイト） ALTC（ホワイト） １．勝試合数の数
逸見　彰彦 榊田　隆文 熊谷　俊一 漆川　芳國 三浦　暁子 松下　淳子 ２．勝数が同じ場合　　
個人 ルネッサンスTC ユートピア ユートピア 山王ＴＣ 山王ＴＣ 　１）２組の場合　　対戦上位

佐藤　広行 髙山　裕矢 　２）３組以上の場合　　取得ゲーム率
ルネッサンス ルネッサンス

1 19 1 19
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予選リーグ　《３ぺアまたは４ペアのラウンドロビン方式　男子１０ブロック　女子７ブロック》　
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》
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