
第２４回秋田県チーム対抗テニス大会　仮ドロー

ディレクター：高橋明久

レフェリー：奥山玲子

日時 10月17日（日）

会場 横手市大森テニスコート

◆受付終了　AM8:10　試合開始　AM8:30

監督登録メールアドレス（結果報告用） yokote_lawn@yahoo.co.jp

yokoteとlawnの間はアンダーバー

当日欠場等の緊急連絡先　ディレクター　髙橋明久（080-1828-6020）まで

男子2部

予選 ◆5ゲーム先取ノーアド，打ち切りなし

順位T ◆4ゲーム先取ノーアド，打ち切りなし

＊ 予選1位～3位まで 5チームのトーナメント戦

＊ 予選4位，5位 6チームのトーナメント戦

①AKS

②WILLS's

③小田嶋ブドウ園

④県立大学テニス部

⑤県大倶楽部ねお

①ルネッサンスTC　赤チーム

②ユートピアＴＡ

③県庁同好会α

④卍會

①チョッパーズ  mama

②サンライズ・はるか

③CTS’ｓ

⑤ルネッサンスTC　青チーム

①RTC

②B.I.TENNIS

③THTC Ⅱ

④サンライズ・めぐみ

①ANF

②横手市テニス協会Bチーム

③チョッパーズSacco

④セミナイター
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女子5チーム総当たり

◆5ゲーム先取ノーアド，打ち切りなし 　

①Nizi湯

②サンライズ・パピっと

③☆カリアナ☆

④気楽にGO!

⑤ルネッサンス女子部

男子3部5チーム総当たり

◆5ゲーム先取ノーアド，打ち切りなし

①横手市テニス協会Cチーム

②小泉潟組

③雄和Z

④県庁同好会β

⑤北都銀行テニス部

女子

男子三部



第２４回秋田県チーム対抗テニス大会 エントリーリスト 9月30日

1 CTS’ｓ 柳舘　侑 向川　靖幸 鈴木　成 渡辺　大樹 大内　祐也

2 小田嶋ブドウ園 岡本　雄太 中川原　誠 土田　宇宙 小田嶋　潤平 宇佐美　遥菜

3 RTC 渡辺　洋 宮下　貴行 齊藤　透 高橋　雅樹 岸　祐太朗 小熊　悟

4 サンライズ・はるか 板倉　廉 足利徹 伊東　和幸 払川　幸誠 船木正司 船木　理央 三浦　幸貴

5 サンライズ・めぐみ 小林　充 鎌田　泰行 神原　隆世 金　涼太 佐々木　政一郎 高橋　正 西川　裕之

6 県庁同好会α 木谷　貴則 柴田　浩憲 近藤　祐治 千葉　脩史 高山　義信 鈴木　研介

7 ユートピアＴＡ 佐藤　憲人 荒木　学 加賀　秀和 本間　真人 高橋　駿

8 チョッパーズ  mama 工藤　重己 植村　清之 伊藤　清栄 佐藤　広行 永澤　由美子 鳥井　保

9 チョッパーズSacco 保坂　智志 田口　光次 嶌　悟 渡辺　聡 佐々木　紗恵子

10 AKS 大仲　海渡 布谷　浩平 和田　響平 橋本　健太 佐々木　悠介

11 セミナイター 小笠原　紅 津谷　善幸 佐藤　孝行 佐藤　格 白坂　卓也 渡邉　和真

12 県立大学テニス部 渡邉　啓太 熊田　修弥 坂井　亮仁 田形　和己 高橋　伽羅 正木　優磨 山崎　覚水 山本　光希

13 B.I.TENNIS 大島　政人 髙橋　浩平 佐藤　日菜 虻川　優太 田中　碧

14 ルネッサンスTC　赤チーム 佐藤　大樹 長井　健 榊田　隆文 高山　裕矢 檜森　将利

15 ルネッサンスTC　青チーム 高橋　祐行 佐藤　徳昭 櫻田　元伸 藤村　貴幸 鈴木　明志 武藤　滋

16 WILLS's 大坂　悟 山内　朋宏 土館　正平 藤木　久司 伊藤　和彦

17 横手市テニス協会Bチーム 芦沢　保則 細谷　養幸 佐藤　義俊 小松田　剛史 佐藤　一房

18 卍會 川村　高広 奈良　俊輔 青塚　豊 村山　智之 今泉　一樹 石井　弘貴

19 THTC Ⅱ 小松　芳英 岡島　一真 加藤　徹 伊藤　寛朗 夏見　拓弥 古城　達憲

20 ANF 笠間　史仁 齊藤　英知 貝沼　雄亮 湯浅　悠介 嵯峨　卓

21 県大倶楽部ねお 小場　和之 相川　英夫 田中　英樹 伊藤　健二郎 大島　英尚

1 県庁同好会β 高橋　昇 深井　智 間藤　正美 佐々木玲 松橋孝生 渡邉誠衛 藤田英樹

2 小泉潟組 熊谷　利長 相場　敏博 渡部　和彦 時田　慎一 安倍　明義

3 横手市テニス協会Cチーム 高橋　明久 太田　勇幸 和泉　弘一 齋藤　龍太郎 西塔　信博

4 北都銀行テニス部 手嶋　進 虻川　義孝 須合　元 奥山　拓也 田中　公一 田中　華子 佐藤　元気

5 雄和Z 三浦　優 三浦　茂 大仲　雅久 佐藤　豪 浦山　真 渡辺　光
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1 Nizi湯 那波　美穂子 羽渕　由紀子 金　理奈 永野　亜矢子 那波　碧彩

2 気楽にGO! 今野　明美 藤井　香理奈 佐藤　美貴子 進藤　由宜子 佐藤　たか子

3 サンライズ・パピっと 藤原　久美子 板倉　光来 鈴木　麻美子 田中　花枝 中川　心 谷地村　実保子 山本　裕子

4 ルネッサンス女子部 久米　巳弥子 小田桐　博美 榊田　真理子 今野　純子 船木　歌織

5 ☆カリアナ☆ 村山　花奈 土田　淳子 三浦　里奈 水澤　綾香 佐藤　光子 鈴木　忍 菅原　陵

＊ チーム名、氏名等、間違いがありましたら、協会まで連絡ください。　☎018-863-2940

＊ 選手変更については、当日まで変更可能ですが、協会登録者か未登録者かで、参加費が変わる点については、ご注意ください。

　　メンバー全員の検温結果を記入し、チームで1枚、健康観察書を提出してください。

３．会場にお越しの方は、手指消毒し、またゲーム中以外は選手、応援者問わずマスク着用をお願いします。

４．観戦、応援の際には、密にならないよう、距離を保っていただきます。また、大声での応援も控えてください。

５．ゲーム中のハイタッチ、試合終了後の握手もなしです。

女子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会での注意事項

１．本大会は県内在住者に限ります。

２．大会当日は各自自宅で検温を行い、熱のある方の参加はご遠慮していただきます。また応援の方の連絡先の記載をお願いします。


