
第３８回秋田県テニス都市対抗テニス大会

2017.4.22 八橋テニスコート

１．秋田市 ２．横手市 ３．大仙市 ４．由利本荘市 勝敗 順位

61 61 61 3-0 1

16 34 25 0-3 4

16 43 34 1-2 3

16 52 43 2-1 2

秋田市 vs 横手市 大仙市 vs 由利本荘市

（　6　）－（　1　） （　3　）－（　4　）

長山 可奈子 板倉 光来 荒木 みなみ 小笠原 紅

鎌田 愛莉 佐藤 優子 田中 花枝 土田 淳子

高橋 浩平 高山 裕矢 芹田 雅弥 赤坂  朗

南  直貴 小田嶋 潤平 佐藤 繭太 夏秋 英幸

小場 和之 佐々木 菊広 榊田 隆文 小野 利英

佐々木政一郎 本間 利博 佐々木 則和 加賀 秀和

佐藤 光子 田中 憂子 久米 巳弥子 長谷川 聖子

白瀬 敬美 奥山 玲子 今野 純子 工藤 恵美子

佐々木 秀幸 　　7－6　　 長井  健 堀川 啓一 中村 憲介

小熊　悟 (5) 高橋 明久 田口 昭久 熊谷 俊一

１．秋田市

２．横手市

３．大仙市

４．由利本荘市

夏秋 英幸

小笠原 紅

石井 典明

ベテラン男子２部 　　7－5　　

一般女子シングルス 　 1－6　　 一般女子シングルス 　　0－6　　

ベテラン男子２部

山本 裕子 板倉 光来

高橋 浩平 小田嶋 潤平

藤井 香理奈

一般男子シングルス 　　6－1　　 一般男子シングルス

一般男子ダブルス 　　6－2　　 一般男子ダブルス 　　2－6　　

ベテラン男子１部 　　6－1　　 ベテラン男子１部

　　6－4　　

一般女子ダブルス 　　6－4　　 一般女子ダブルス 　　0－6　　

　　4－6　　

ベテラン女子 　　6－1　　 ベテラン女子 　　6－1　　



秋田市 vs 大仙市 横手市 vs 由利本荘市

山本 裕子 荒木 みなみ 板倉 光来 小笠原 紅

鎌田 愛莉 田中 花枝 佐藤 優子 土田 淳子

高橋 浩平 芹田 雅弥 高山 裕矢 赤坂  朗

南  直貴 佐藤 繭太 小田嶋 潤平 夏秋 英幸

小場 和之 榊田 隆文 佐々木 菊広 小野 利英

佐々木政一郎 佐々木 則和 高橋 洋一 加賀 秀和

佐藤 光子 久米 巳弥子 田中 憂子 長谷川 聖子

白瀬 敬美 今野 純子 奥山 玲子 工藤 恵美子

佐々木 秀幸 堀川 啓一 長井  健 岡野 茂

小熊　悟 田口 昭久 高橋 明久 熊谷 俊一

秋田市 vs 由利本荘市 横手市 vs 大仙市

（　6　）－（　1　） （　3　）－（　4　）

山本 裕子 小笠原 紅 板倉 光来 荒木 みなみ

長山　可奈子 土田 淳子 佐藤 優子 田中 花枝

高橋 浩平 赤坂  朗 高山 裕矢 芹田 雅弥

南  直貴 夏秋 英幸 小田嶋 潤平 佐藤 繭太

小場 和之 小野 利英 佐々木 菊広 榊田 隆文

福田　和人 加賀 秀和 高橋 洋一 佐々木 則和

佐藤 光子 長谷川  聖子 田中 憂子 久米 巳弥子

白瀬 敬美 工藤 恵美子 奥山 玲子 今野 純子

佐々木 秀幸 中村 憲介 長井  健 堀川 啓一

小熊　悟 岡野　茂 高橋 明久 田口 昭久

　　7－6　　
(5)

（　6　）－（　1　） （　2　）－（　5　）

荒木 みなみ

石井 典明

板倉 光来

小田嶋 潤平

長山 可奈子

南  直貴

藤井 香理奈

石井 典明

一般男子シングルス 　　6－0　　 一般男子シングルス 　　4－6　　

鎌田　愛莉

南  直貴

ベテラン女子 　　6－0　　 ベテラン女子 　　2－6　　

板倉 光来

小田嶋 潤平

小笠原 紅

赤坂  朗

一般女子シングルス 　　6－4　　 一般女子シングルス

一般男子ダブルス 　　4－6　　 一般男子ダブルス 　　6－1　　

ベテラン男子１部 　　6－3　　 ベテラン男子１部 　　0－6　　

一般女子ダブルス 　　6－2　　 一般女子ダブルス 　　3－6　　

　　3－6　　

ベテラン男子２部 　　6－0　　 ベテラン男子２部 　　6－2　　

土田淳子

夏秋 英幸

一般男子シングルス 　　6－2　　 一般男子シングルス 　　1－6　　

　　6－3　　

一般女子シングルス 　　6－0　　 一般女子シングルス 　　4－6　　

ベテラン男子１部 　　6－2　　 ベテラン男子１部

ベテラン女子 　　5－7　　 ベテラン女子 　　6－0　　

ベテラン男子２部 　　6－1　　 ベテラン男子２部

　　1－6　　

一般男子ダブルス 　　6－2　　 一般男子ダブルス 　　3－6　　

一般女子ダブルス 　　6－0　　 一般女子ダブルス


