
注意：男子Cクラスダブルス，ミックスダブルスCクラス，ビギナークラスダブルス以外は

2日間試合を行う予定．

　　 2日間実施種目の11日の日程は10日に発表します。

　　　1～4位決定戦，5～7位決定戦，1セットマッチ セミアドバンテージ

　　1～4位決定戦，5～7位決定戦，5ゲーム先取( タイブレーク無) セミアドバンテージ

熱中症などの恐れが有ります！！！
水分補給など充分な体調管理をお願いします．

　ミックスダブルスＣクラス ：7ペアによるリーグ戦後，

　ビギナークラスダブルス ：3ペアによるリーグ戦，1セットマッチ セミアドバンテージ

服装：男女Ａクラスはテニスウェアを着用の事（JTAテニスルールブック最新版に準ずる）．

駐車場：Ｐ６駐車場をご利用ください．

　女子Ａクラスシングルス ：5名によるリーグ戦，8ゲームプロセットセミアドバンテージ

　女子Ａクラスダブルス ：4ペアによるリーグ戦，8ゲームプロセットセミアドバンテージ

　女子Bクラスダブルス ：5ペアによるリーグ戦，1セットマッチ セミアドバンテージ

　男子Ａクラスダブルス ：トーナメント，8ゲームプロセットセミアドバンテージ

　男子Ｂクラスダブルス ：7ペアによるリーグ戦後，

　男子Cクラスダブルス ：3ペアによるリーグ戦，1セットマッチ セミアドバンテージ

　　　　　　　　　ミックスダブルスCクラス

　　　　　　　　　ビギナークラスダブルス

試合方法

　男子Ａクラスシングルス ：トーナメント，8ゲームプロセットセミアドバンテージ

　　　　　　　　　女子Aクラスダブルス

　　　　　　　　　女子Bクラスダブルス No.1～No.4

　　　１１：３０　男子Aクラスダブルス2R

　　　　　　　　　女子Bクラスダブルス No.5

　８月１１日(日)

　　　　８：４０　男子Cクラスダブルス

　　　　８：４０　男子Aクラスシングルス1R

　　　　　　　　　女子Aクラスシングルス No.1～No.4

　　　　９：３０　男子Aクラスシングルス 2R

　　　　　　　　　女子Aクラスシングルス No.5

　　　１０：００　男子Bクラスダブルス

　　　１０：３０　男子Aクラスダブルス1R

第２３回秋田県アマチュアオープンテニス大会実施要項

期日：令和元年８月１０日(土)～１１日(日)

会場：秋田県立中央公園テニスコート

お問い合わせは鎌田(090-1932-4273)までお願いします。

受付終了時刻

　８月１０日(土)



32 佐藤　孝彦 (ATA)

30 大宮　拓巳 (フリー)

31 BYE

28 津谷　善幸 (北秋田TC)

29 夏見　拓弥 (サンライズTC)

26 苅谷　大樹 (TLLG)

27 金子　渉 (ATA)

24 金　涼太 (サンライズTC)

25 大内　祐也 (秋田大学)

22 石塚　泰仁 (秋田市役所)

23 BYE

20 貝沼　雄亮 (秋田市役所)

21 続橋　優斗 (山王TC)

18 畠山　晴圭 (ユートピアTA)

19 木村　幸治 (ATA)

16 宮下　貴行 (東北電力)

17 加藤　志門 (サンライズTC)

14 渡部　匠 (フリー)

15 神原　隆世 (サンライズTC)

12 堀野　雅幸 (秋田市役所)

13 吉田　周徒 (ＡＡＣ)

10 BYE

11 伊藤　和彦 (ＫＣ’Ｓ)

8 武田　修和 (北秋田TC)

9 三浦　幸貴 (サンライズTC)

6 佐藤　格 (大館ローンTC)

7 大宮　伸行 (フリー)

4 浦山　真 (雄和TC)

5 佐々木　洸大 (サンライズTC)

2 BYE

3 長谷部　明広 (チョッパーズ)

仮ドロー

男子Ａクラスシングルス(8ゲームプロセット セミアドバンテージ)

1 高橋　浩平 (A.T.C)



金　涼太 (サンライズTC)

三浦　幸貴 (サンライズTC)

武田　修和 (北秋田TC)

津谷　善幸 (北秋田TC)

大内　祐也 (秋田大学)

乗上　啓太 (秋田大学)

浅場　敦 (ユートピアTA)

稲葉 　武臣 (明治神宮外苑TC)

吉田　周徒 (ＡＡＣ)

木村　幸治 (ATA)

貝沼　雄亮 (秋田市役所)

佐々木　悠太 (秋田市役所)

高橋　浩平 (A.T.C)

佐々木　洸大 (サンライズTC)

楠本　翔平 (ＴＤＫ)

富樫　陸斗 (ＴＤＫ)

大宮　拓巳 (フリー)

大宮　伸行 (フリー)

加藤　志門 (サンライズTC)

神原　隆生 (サンライズTC)

5 土橋　礼佳 (秋田高専)

4 佐藤　来海 (山王TC)

3 水澤　綾香 (TEAM C)

2 小笠原　紅 (大館ローンTC)

勝－敗
ゲー
ム

取得
順位

1 堀井　なつみ (ＡＡＣ)

女子Ａクラスシングルス(8ゲームプロセット セミアドバンテージ)

氏　　名 所　　属 1 2 3 4 5

15 Ｂｙｅ

16

11 Ｂｙｅ

12

13

14

7 Ｂｙｅ

8

9

10 Ｂｙｅ

3

4

5

6 Ｂｙｅ

男子Ａクラスダブルス(8ゲームプロセット セミアドバンテージ)

1

2 Ｂｙｅ



伊藤　和彦 (ＫＣ’Ｓ)

浦山　真 (雄和TC)

伊藤　享 (フリー)

伊藤　壮哉 (秋田商業高校)

牧野　一彦 (スマートTC)

伊藤　邦彦 (スマートTC)

渡辺　光 (スマートTC)

相川　英夫 (ＫＣ’Ｓ)

佐藤　義俊 (横手ローンTC)

小松田　剛史 (横手ローンTC)

伊東　和幸 (サンライズTC)

中川　颯 (フリー)

続橋　優斗 (山王TC)

続橋　浩司 (フリー)

長門　紀大 (サンライズTC)

堀江　靖 (さんでーず)

加賀屋　重貴 (ＡＡＣ)

齊藤　高識 (フリー)

高橋　譲 (ＹＫＴＣ)

和泉　弘一 (ＹＫＴＣ)

(Aブロック：1セットマッチ セミアドバンテージ，Ｂブロック：5ゲーム先取 4ゲームオールでタイブレーク)

3

2

順位

1

男子Ｃクラスダブルス(1セットマッチ セミアドバンテージ)

氏　　名 所　　属 1 2 3 勝－敗
ゲー
ム

取得

B3位

B4位

順位

A3位

B1位

５～７位決定リーグ戦(1セットマッチ セミアドバンテージ)

氏　　名 所　　属 1 2 3 勝－敗
ゲー
ム

１～４位決定トーナメント(1セットマッチ セミアドバンテージ)

A1位

B2位

A2位

4

3

2

順位

1

B 氏名 所　　属 1 2 3 4 勝－敗
ゲー
ム

取得

3

2

3 勝－敗
ゲー
ム

取得
順位

1

男子Ｂクラスダブルス

A 氏　　名 所　　属 1 2



土田　淳子 (TEAM C)

長谷部　花奈 (雄和TC)

長谷川　純子 (ＡＡＣ)

小山　みづほ (横手ローンTC)

藤井　香理奈 (大曲ラブオールTC)

榎　美保子 (スマートTC)

水澤　綾香 (TEAM C)

土橋　礼佳 (秋田高専)

神谷　真粧美 (ALTF)

吉田　真澄 (ALTF)

芳賀　和子 (湯沢TC)

木口　るみ (湯沢TC)

九島　寿美 (ホワイト)

根　尚知子 (ホワイト)

山口　佐知子 (wills)

澤井　悦子 (GTO)

舘岡　陽子 (チョッパーズ)

佐藤　来海 (山王TC)

小玉　恵子 (フリー)

豊嶋　敏子 (フリー)

石黒　優 (チョッパーズ)

橋本　富貴子 (フリー)

加藤　和夫 (チームかましん)

加藤　奈那華 (チームかましん)
3

2

順位

1

ビギナークラスダブルス(1セットマッチ セミアドバンテージ)

氏　　名 所　　属 1 2 3 勝－敗
ゲー
ム

取得

5

4

3

2

5 勝－敗
ゲー
ム

取得
順位

1

女子Ｂクラスダブルス(1セットマッチ セミアドバンテージ)

氏　　名 所　　属 1 2 3 4

4

3

2

ゲー
ム

取得
順位

1

女子Ａクラスダブルス(8ゲームプロセット セミアドバンテージ)

氏　　名 所　　属 1 2 3 4 勝－敗



井上　直志 (秋田エプソンＴＣ)

柴田　道子 (秋田エプソンＴＣ)

大日向　義浩 (湯沢テニスクラブ)

田口　弘子 (湯沢テニスクラブ)

斎藤　正弥 (フリー)

斎藤　永利子 (フリー)

増瀨　竜也 (ATA)

増瀨　美裕紀 (スギッチ)

井上　和人 (湯沢テニスクラブ)

阿部　靖子 (湯沢テニスクラブ)

石井　誠 (三種町テニス)

石井　綾乃 (昭和ジュニアTC)

田中　公一 (フリー)

田中　華子 (フリー)

(Aブロック：1セットマッチ セミアドバンテージ，Ｂブロック：5ゲーム先取 4ゲームオールでタイブレーク)

B3位

B4位

勝－敗
ゲー
ム

順位

A3位

氏　　名 所　　属 1 2 3

１～４位決定トーナメント(1セットマッチ セミアドバンテージ)

A1位

B2位

A2位

B1位

５～７位決定リーグ戦(1セットマッチ セミアドバンテージ)

4

3

2

4 勝－敗
ゲー
ム

取得
順位

1

B 氏　　名 所　　属 1 2 3

3

2

勝－敗
ゲー
ム

取得
順位

1

ミックスダブルスＣクラス

A 氏　　名 所　　属 1 2 3


