
ディレクター　　大坂　悟

レフェリー　　　福田　和人

令和4年10月30日（日）

県立中央公園テニスコート

（1）予選リーグ（3ペアまたは4ペアによるラウンドロビン方式）

（2）決勝トーナメント

　　（予選リーグ1位2位によるAトーナメントと3位4位によるBトーナメント）

（3）5ゲーム先取セミアドバンテージ　4-4タイブレーク

　　　　　一般女子及び予選リーグ3組の場合は1セットマッチセミアドバンテージ

当日受付順に抽選（オープンドロー）

同所属が予選同一リーグになった場合は抽選のやり直し等の配慮あり

決勝トーナメントのドロー位置は決定済み

8：30～9：00

9：00～9：30

9：40～

（1）ウオームアップはサービス4本

（2）試合が連続する場合のレストタイムは10分以内

（3）番号の若い方がボール受け取り、勝者が本部に結果報告

（4）場合により試合方法の変更あり

（5）セルフジャッジ

（6）3位決定戦あり

（7）当日の朝各自検温をして、受付時に体温を報告して下さい。

（8）観戦・応援時は密にならないように距離をとり、大声での応援も控えて下さい

（9）ゲーム中以外はマスクの着用をお願いします

（10）ゲーム中のハイタッチ及び試合終了後の握手は無しでお願いします

福田　090-7067-8976まで

　その他

　緊急連絡先

第17回ダンロップ杯

オープンダブルステニス大会　仮ドロー

(1～20コート)

　期日

　会場

　試合方法

　組み合わせ

　受付時間

　プラクティス

　試合開始



一般男子

名前１ 所属団体１ 名前２ 所属団体２

1 高橋　浩平 A.T.C 塚本　光樹 A.T.C

2 金子　陽介 秋田大学 黒子　謙斗 秋田大学

3 藤本　晴久 秋田大学 八子　慎太朗 秋田大学

4 鈴木　研介 県庁同好会 今泉　一樹 横手ローンTC

5 本間　真人 ユートピアTA 川村　高広 TEAM C

6 熊谷　将太 ＴＤＫ 金　風雅 ＴＤＫ

7 佐藤　憲人 ユートピアTA 高橋　駿 ユートピアTA

8 佐藤　格 大館ローンTC 佐藤　孝行 ATA

9 秋濱　晋 中通総合病院TC 武藤　育郁 フリー

10 金　涼太 サンライズTC 伊東　和幸 サンライズTC

11 佐々木　洸大 サンライズTC 払川　幸誠 サンライズTC

12 桑原　大 フリー 山田　晃輔 フリー

ベテラン男子

名前１ 所属団体１ 名前２ 所属団体２

1 藤木 久司 WILLS 斎藤 司 WILLS

2 榊田　隆文 ルネッサンスTC 佐藤　大樹 ルネッサンスTC

3 石井　典明 KDC 大島　英尚 KDC

4 小場　和之 KDC 大宮　伸行 ＡＡＣ

5 伊藤　和彦 ＫＣ’Ｓ 菊池　彰夫 コスモスTC

6 大坂　悟 WILLS 古谷　誠 WILLS

7 石川　承平 フリー 菊地　功 フリー

8 桜庭　竹士 秋田市役所 佐々木　康元 秋田市役所

9 木谷　貴則 県庁同好会 柴田　浩憲 県庁同好会

10 田中　公一 フリー 佐藤　徳昭 ルネッサンスTC

11 保坂　智志 チョッパーズ 大坂　淳 チョッパーズ

12 佐藤　義俊 横手ローンTC 芦沢　保則 横手ローンTC

13 貝沼　雄亮 秋田市役所 齊藤　英知 ATA

14 相川　英夫 ＫＣ’Ｓ 田中　英樹 KDC

15 近藤　洋二 コスモスTC 続橋　浩司 三菱マテリアル電子化成TC

16 大島　政人 B.I.TENNIS 酒井　達也 雄和TC

17 照井　良 雄和TC 加藤　文雄 ＫＣ’Ｓ

18 高橋　明久 横手ローンTC 鈴木　明志 横手ローンTC

19 加藤　徹 中通総合病院TC 岡島　一真 ＴＨＴＣ

20 齊藤　透 RTC 宮下　貴行 RTC



一般女子

名前１ 所属団体１ 名前２ 所属団体２

1 岡田　遼子 チョッパーズ 能登　千晴 秋田赤十字病院

2 若松　真以 フリー 伊藤　春菜 フリー

3 工藤　有彩 秋田商業高校 工藤　彩佳 フリー

4 村山　花奈 雄和TC 三浦　里奈 雄和TC

5 赤川　香奈子 ＴＨＴＣ 三浦　しずか ＴＨＴＣ

ベテラン女子

名前１ 所属団体１ 名前２ 所属団体２

1 鈴木　忍 ＡＡＣ 羽渕　由紀子 中通総合病院TC

2 山口　佐知子 WILLS 澤井　悦子 WILLS

3 久米　巳弥子 ルネッサンスTC 船木　歌織 ルネッサンスTC

4 田中　華子 フリー 榊田　真理子 ルネッサンスTC

5 田中　ひとみ ＫＣ’Ｓ 大沼　留美子 泉TC

6 小場　多美子 JSTA 川浪　令子 JSTA

7 小玉　恵子 フリー 豊嶋　敏子 フリー

8 土田　淳子 TEAM C 金　理奈 中通総合病院TC

9 倉田　友美 ＴＨＴＣ 伊藤　洋子 チームヤナギ

10 佐藤　雅子 ＡＡＣ 高崎　眞智子 ＡＡＣ

11 伊藤　寿子 ALTF 戸田　玲子 ALTF

12 工藤　恵子 ＡＡＣ 斎藤　永利子 ホワイト

13 小笠原　紅 ATA 新川　以智子 ＡＡＣ


