
第２８回秋田県春季テニス選手権大会仮ドロー

　　　(兼日本スポーツマスターズ２０１６予選）

期　　日 平成28年5月3日（火）・4日（水）

会　　場 ３日　中央公園テニスコート

４日　北野田公園テニスコート

ディレクター 榊田　隆文

レフェリー 西川　裕之

受付終了時間

　５月３日（火）

1回戦 2回戦

男子Aシングルス 8:40 9:30

男子Bシングルス 8:40 9:30

男子３５シングルス 8:40 9:30

男子４５シングルス 8:40 9:30

女子Aシングルス 8:40 9:30

女子４０シングルス 8:40

男子Aダブルス 12:00 13:00

男子Bダブルス 11:00 12:00

男子３５ダブルス 11:00 12:00

男子４５ダブルス 11:00 12:00

女子Aダブルス 11:00 12:00

女子４０ダブルス 10:00



一般男子Ａダブルス ８ゲームプロセット　セミアドバンテージ

高橋 浩平 ATC
加藤　志門 サンライズ

大仲　海渡 秋田高専
三浦　涼介 秋田高専

五十嵐　諭史 秋田高専
鈴木　秀司郎 秋田高専

熊谷　優佑 秋田高専
布谷　浩平 秋田高専

金　涼太 フリー
佐々木　洸大 フリー

門間　将 JR東日本
小田嶋　潤平 横手ローン

一般男子Bダブルス 3セットマッチ　セミアドバンテージ

芹田　雅弥 ルネッサンス
船木　貴弘 秋田市役所

藤原　正典 ユートピアＴＣ
小塚　央康 フリー

一般女子Ａダブルス ８ゲームプロセット　セミアドバンテージ

鈴木　麻美子 B.I.TENNIS
中川　心 サンライズ

鈴木　美菜 inty+
船木　歌織 ルネッサンス

吉成　千賀子 ひまわり
吉成　遥 秋田北高

水澤　綾香 ＴＥＡＭ　Ｃ
谷地村　実保子 ＴＥＡＭ　Ｃ

山本　裕子 inty+
荒木　みなみ ＪＲ東日本
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男子３５才ダブルス ８ゲームプロセット　セミアドバンテージ

高橋　智彦 ＺＩＭＡ
佐藤　慶 ＺＩＭＡ

藤田　康弘 山王
熊谷　優 サンライズ

髙山　裕矢 ルネッサンス
東　大和 ルネッサンス

貝沼　雄亮 秋田市役所
木村　幸治 県大倶楽部

夏秋　英幸 ＴＤＫ
伊東　和幸 サンライズ

男子４５才ダブルス(マスターズ予選） ８ゲームプロセット　セミアドバンテージ

赤坂　朗 ＴＤＫ
福田　和人 サンライズ

高橋　明久 横手ローン
芦沢　保則 横手ローン

相原　朝男 ＴＨＴＣ
小松　芳英 ＴＨＴＣ

榊田　隆文 ルネッサンス
白瀬　勉 KC'S

三澤　忠博 北秋田テニスクラブ

津谷　善幸 北秋田テニスクラブ

伊藤 和彦 KC'S
相川　英夫 KC'S

佐々木　政一郎 サンライズ
鎌田　泰行 サンライズ

小野　利英 ユートピアＴＣ
黒木　裕史 ユートピアＴＣ

佐藤　弘幸 ＴＤＫ
熊谷　俊一 ユートピアＴＣ

熊谷　利長 スマートクラブ
西川　裕之 横手ローン

田中  英樹 県大倶楽部
小場　和之 県大倶楽部
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女子４０才ダブルス(マスターズ予選）　 ８ゲームプロセット　セミアドバンテージ

白瀬　敬美 KC'S
佐藤　光子 秋田石油備蓄

片岡　富子　 AAC
田中　ひとみ 山王テニスクラブ

佐藤　雅子 AAC
大沼　留美子 泉TC

久米　巳弥子 ルネッサンステニスクラブ

菅原　陵 サンライズ

赤川　香奈子 山王
信田　雅子 AAC

木次谷　恵美子 大館ローンt.c
佐々木　郁子 山王テニスクラブ

藤村　真寿美 AAC
後藤　節子 秋田石油備蓄

小笠原　紅 大館ローン
川邉　明子 KC'S
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一般男子Ａシングルス ８ゲームプロセット　セミアドバンテージ

① 高橋　浩平 ATC

2 平元　祥椰 秋田高校

5 広田　祥貴 inty+

⑥ 門間　将 ＪＲ東日本

3 大仲　海渡 秋田高専

4 佐々木　洸大 サンライズ

9 鈴木　秀司郎 秋田高専

10 渡邉　洋平 中通総合病院

⑦ 加藤　志門 サンライズ

8 岡田　隼人 秋田大学

13 金　涼太 サンライズ

⑪ 柴田　英 県大倶楽部

⑫ 熊谷　優佑 秋田高専

⑯ 小田嶋　潤平 横手ローン

⑰ 沢田　陽希 サンライズ

14 辰　翔太朗 秋田高校

15 五十嵐　諭史 秋田高専

20 大畠　昌也 秋田大学

18 豊嶋　紀之 秋田北高

19 布谷　浩平 秋田高専

㉒ 鎌田　吉久 ＴＥＡＭ　Ｃ

山王テニスクラブ安道　龍太郎21



一般女子Ａシングルス ８ゲームプロセット　セミアドバンテージ

男子３５シングルス(マスターズ予選） ８ゲームプロセット　セミアドバンテージ

一般男子Bシングルス ８ゲームプロセット　セミアドバンテージ

① 佐藤　慶 ＺＩＭＡ

2 鳥井　保 チョッパーズ

荒木　みなみ ＪＲ東日本

3 佐藤　真実

⑥ 水澤　綾香 ＴＥＡＭ　Ｃ

秋田高専

4 山本　裕子 inty+

5 五十嵐　千夏 秋田高専

⑫ 大島　英尚 県大倶楽部

11 貝沼　雄亮 秋田市役所

2 石垣　一久真 ＴＨＴＣ

1 小塚　央康 フリー

3

5 大宮　拓巳 山王テニスクラブ

吉積　章 AAC

4 土舘　薫育 ＴＨＴＣ

① 鈴木　麻美子 B.I.TENNIS

2

3 髙山　裕矢 ルネッサンス

④ 藤田　康弘 山王テニスクラブ

⑨ 野坂　光司 秋大整形外科

7 大関　宏和 泉TC

5 石井　典明 県大倶楽部

6 高橋　智彦 ＺＩＭＡ

8 夏秋　英幸 ＴＤＫ

10 東　大和 ルネッサンス



男子４５シングルス ８ゲームプロセット　セミアドバンテージ

女子４０シングルス ８ゲームプロセット　セミアドバンテージ

フリー

スマートクラブ

⑤ 小場　和之 県大倶楽部

3 加藤　文雄 KC'S

4

① 赤坂　朗 ＴＤＫ

2

相川　英夫 KC'S

斎藤　伸行

19 金　宏 北都銀行

18 白瀬　勉 KC'S

⑯ 伊藤　和彦 KC'S

⑰ 佐藤　弘幸 ＴＤＫ

14 三澤　忠博 北秋田テニスクラブ

15 佐々木　政一郎

㉑ 黒木　裕史 ユートピアＴＣ

20 小松　芳英 ＴＨＴＣ

サンライズ

12 藤井　優 大曲ラブオール

13 小野　利英 ユートピアＴＣ

⑩ 榊田　隆文 ルネッサンス

⑪ 相原　朝男

1 久米　巳弥子 ルネッサンス

2 菅原　陵 サンライズ

ＴＨＴＣ

9 永野　泰宏 AAC

8 越前谷 功 北秋田テニスクラブ

⑥ 田中　英樹 県大倶楽部

7 熊谷　利長


