
期日　　2021年4月24日（土）～25日（日）
会場　　秋田市北野田公園テニスコート（10面）
ディレクター　福田　和人
レフェリー　　 榊田　隆文

受付終了時間
24日（土）8:40 男子Aシングルス1回戦、男子45シングルス1回戦

男子35シングルスNo2,3、男子CシングルスNo1,2
24日（土）9:30 男子Aシングルス2回戦、男子35シングルスNo4,5、男子CシングルスNo3
24日（土）10:30 男子45シングルス2回戦
24日（土）11:30 男子Aダブルス1回戦、男子Cダブルス決勝
24日（土）13:00 男子45ダブルス1回戦、男子Bダブルス決勝

25日（日）8:40 女子AシングルスNo1,2、女子40ダブルス1,2
25日（日）9:30 女子AシングルスNo3,女子40ダブルス3,4

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方式）

大内　祐也 フリー 尊田　海司 TLBG
鈴木　成 フリー 伊藤　寧礼 TLBG
吉田　周徒 ATA 柳舘　侑 秋田市役所
田口　武範 ATA 向川　靖幸 秋田市役所
佐々木　優斗 秋田商業高校 野坂　迅 秋田商業高校
持石　祥平 秋田商業高校 原田　悠雅 秋田商業高校
貝沼　雄亮 秋田市役所 神原　隆世 サンライズTC
佐々木　悠太 秋田市役所 船木　理央 サンライズTC

男子４５ダブルス (8ゲームプロセットセミアドバンテージ方式）

荒木　学 大館ローンTC 加藤　文雄 ＫＣ’Ｓ
福田　和人 WILLS 照井　良 雄和TC
相川　英夫 ＫＣ’Ｓ 津谷　善幸 北秋田TC
田中　英樹 県大倶楽部 成田　清英 大館ローンTC
伊東　和幸 サンライズTC 大宮　伸行 AAC
佐々木　政一郎 サンライズTC 小場　和之 県大倶楽部
佐藤　勝 RTC 榊田　隆文 ADK富士システム

高橋　雅樹 RTC 長井　健 ルネッサンスTC

女子４０ダブルス (8ゲームプロセットセミアドバンテージ方式）

三浦　しずか ＴＨＴＣ 山口　佐知子 WILLS
今野　純子 ルネッサンスTC 沢井　悦子 WILLS
萩庭　ヒナ子 松原印刷社 久米　巳弥子 ルネッサンスTC

中山　美枝子 ＡＡＣ 赤川　香奈子 ＡＡＣ

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方式）

高橋　佑奈 ＡＴＡ 藤井　香理奈 大曲ラブオールTC

八端　さき TLBG 今野　明美 ユートピアTA

男子Bダブルス (8ゲームプロセットセミアドバンテージ方式）

佐藤　和明 TLBG 熊谷　将太 ＴＤＫ
長谷川　雄人 TLBG 出野　顕太朗 ＴＤＫ

男子Cダブルス (8ゲームプロセットセミアドバンテージ方式）

苅谷　大樹 TLBG 石黒　優 チョッパーズ
出澤　徹 ＡＡＣ 金　勲 県シニア協会
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第33回秋田県春季テニス選手権大会　仮ドロー
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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方式）

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方式）

男子３５シングルス （8ゲームプロセットセミアドバンテージ方式）

男子Cシングルス （8ゲームプロセットセミアドバンテージ方式）

名前 所属団体 1 2 3 勝 負 順位

1 佐藤　隆 ＡＴＡ

2 苅谷　大樹 TLBG

3 出澤　徹 TLBG

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方式）

名前 所属団体 1 2 3 勝 負 順位

1 高橋　佑奈 ＡＴＡ

2 今野　明美 ユートピアTA

3 藤井　香理奈 大曲ラブオールTC

佐々木　優斗 秋田商業高校

2 佐藤　孝行 ＡＴＡ 11 虻川　優太 B.I.TENNIS

1 大内　祐也 フリー 10

笠間　史仁 フリー

4 檜森　将利 ルネッサンスTC 13 神原　隆世 サンライズTC

3 船木　理央 サンライズTC 12

吉田　周徒 ＡＴＡ

6 柳舘　侑 秋田市役所 15 貝沼　雄亮 秋田市役所

5 野坂　迅 秋田商業高校 14

藤原　尚紀 ＡＴＡ

8 持石　祥平 秋田商業高校 17 佐藤　格 大館ローンTC

7 尊田　海司 TLBG 16

原田　悠雅 秋田商業高校

1 石井　典明 県大倶楽部 14 伊藤　和彦 ＫＣ’Ｓ

9 野坂　条 ファンキーテニスアカデミー 18

高橋　雅樹 RTC

3 浦山　真 雄和TC 16 荒木　学 大館ローンTC

2 佐藤　徳昭 ルネッサンスTC 15

田中　英樹 県大倶楽部

5 佐々木　政一郎 サンライズTC 18 伊東　和幸 サンライズTC

4 湯瀬　栄一郎 県庁同好会 17

小場　和之 県大倶楽部

7 鎌田　泰行 サンライズTC 20 大島　英尚 県大倶楽部

6 鳥井　保 チョッパーズ 19

菊池　彰夫 コスモスTC

9 加藤　文雄 ＫＣ’Ｓ 22 津谷　善幸 北秋田TC

8 佐藤　弘幸 ＴＤＫ 21

白瀬　勉 ＫＣ’Ｓ

11 佐藤　勝 RTC 24 払川　幸誠 サンライズTC

10 成田　清英 大館ローンTC 23

塚田　健 RTC

13 榊田　隆文 ADK富士システム 26 長井　健 ルネッサンスTC

12 大宮　伸行 ＡＡＣ 25

渡辺　聡 チョッパーズ

高橋　昌弘 ＴＨＴＣ

2 高橋　浩平 A.T.C

5 野坂　光司 フリー

1 宮下　貴行 ＲＴＣ 4
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