
第２５回秋田県チーム対抗テニス大会

日時 ：１０月１０日（月）

会場 ：秋田県立中央公園テニスコート20面

受付 ：8：40終了 チーム代表の方1名が、受付すること。

　健康チェックシートを提出してください。

　メンバー変更があれば、受付時に報告してください。

練習 ：8：30～8：50

試合開始：9：00

試合方法

：女子6ゲーム先取ノーアドバンテージ

　予選リーグののち、順位決定戦を行う。

：男子1・2部　５ゲーム先取ノーアドバンテージ

　予選リーグののち、1位～3位の順位別トーナメント　5ゲーム先取ノーアド

：男子3部予選リーグ５ゲーム先取ノーアドバンテージ

　予選リーグののち、1位～3位の順位別リーグ　5ゲーム先取ノーアド

　ダブルス１、ダブルス２、シングルスの順とする。

☆ すべて当日抽選。（シード抽選の可能性あり、検討中）

原則として、予選リーグは打ち切りなし。試合進行、天候次第で、変更あり。

トーナメントは、時間制になることもある。

☆ 賞品は順位順に高額とは限りません、お楽しみに！
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リーグ戦ののち、順位別リーグを行う。
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リーグ戦ののち、順位決定戦を行う。
すべて当日抽選します。
リーグ戦後、順位別トーナメント（1位～3・4位）を行います。打ち切りあり。
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女子

チーム名 名前１ 所属団体１ 名前２ 所属団体２ 名前３ 所属団体３ 名前４ 所属団体４ 名前５ 所属団体５ 名前６ 所属団体６ 名前７ 所属団体７

1 ルネッサンステニスクラブ女子部 久米　巳弥子 ルネッサンスTC 小田桐　博美 ルネッサンスTC 榊田　真理子 ルネッサンスTC 今野　純子 ルネッサンスTC 船木　歌織 ルネッサンスTC

2 Don't rain 土田　淳子 TEAM C 村山　花奈 雄和TC 菅原　陵 ユートピアTA 金　理奈 中通総合病院TC 水澤　綾香 TEAM C 三浦　里奈 雄和TC

3 チョッパーズ  mama 永澤 由美子 チョッパーズ 一関　修子 チョッパーズ 佐藤　優子 チョッパーズ 舘岡　陽子 チョッパーズ 岡田　遼子 チョッパーズ 能登谷　美由起 チョッパーズ

4 テニスこまち 赤川香奈子 ＴＨＴＣ 大沼　留美子 泉TC 佐藤　雅子 ＡＡＣ 田中　ひとみ ＫＣ’Ｓ 珍田　貞子 ALTF 羽渕　由紀子 中通総合病院TC

5 コスモスレディース 菱沼　亜衣 コスモスTC 田口　順子 コスモスTC 髙橋　明美 コスモスTC  塩谷　満喜子 コスモスTC 高橋　てるみ コスモスTC

6 WILLS.Ｆ＋ 山口　佐知子 WILLS 二木　栄美子 WILLS 吉成　千賀子 ＴＨＴＣ 山崎　明子 ＴＨＴＣ 佐藤　啓子 三種町テニス

男子１部・2部

チーム名 名前１ 所属団体１ 名前２ 所属団体２ 名前３ 所属団体３ 名前４ 所属団体４ 名前５ 所属団体５ 名前６ 所属団体６ 名前７ 所属団体７

1 ルネッサンス・ヨーロッパ 檜森　将利 ルネッサンスTC 長井　健 ルネッサンスTC 本間　利博 ルネッサンスTC 榊田　隆文 ルネッサンスTC 櫻田　元伸 ルネッサンスTC 小田嶋　潤平 ルネッサンスTC

2 県庁テニス同好会 木谷　貴則 フリー 今泉　一樹 横手ローンTC 鈴木　研介 県庁テニス同好会 柴田　浩憲 フリー 近藤　祐治 フリー 高山　義信 フリー

3 CTS's 渡辺　大樹 フリー 鈴木　成 フリー 大内　裕也 フリー 三平　悠太 フリー 市川　亮汰 フリー 三嶋　瞬 フリー

4 チームのりちゃんず 豊嶋　紀之 フリー 佐藤　瑠羽 明桜高校 原田　悠雅 秋田商業 山根　里々花 フリー 工藤　彩佳 フリー

5 セミナイター 佐藤　孝行 ATA 小笠原　紅 ATA 佐々木　基 大館ローンTC 佐藤　格 大館ローンTC 津谷　善幸 北秋田TC

6 RTC 渡辺　洋 RTC 宮下　貴行 RTC 齊藤　透 RTC 高橋　浩平 A.T.C 伊藤　優志 秋田高専 小熊　悟 山王TC

7 WILLS男子部 古谷　誠 WILLS 大坂　悟 WILLS 徳原　雄一 WILLS 斉藤　司 WILLS 藤木　久司 WILLS 鎌田　慎一 WILLS

8 ルネッサンス・ワールド 鈴木　明志 ルネッサンスTC 佐藤　徳昭 ルネッサンスTC 藤村　貴幸 ルネッサンスTC 佐藤　大樹 ルネッサンスTC 高山　裕矢 ルネッサンスTC 髙橋　祐行 ルネッサンスTC

9 横手ローンＴＣ 小松田　剛史 横手ローンTC 高橋　明久 横手ローンTC 細谷　養幸 横手ローンTC 佐藤　義俊 横手ローンTC 和泉　弘一 横手ローンTC 西塔　信博 横手ローンTC

10 マリトッツオしか勝たん 武藤　育郁 フリー 工藤　幸紹 フリー 石井　匡人 フリー 相場　雄也 フリー 土舘　薫育 フリー 柏谷　勇斗 フリー

11 秋田県立大学テニス部 高橋　伽羅 県立大学 渡邉　啓太 県立大学 坂井　亮仁 県立大学 熊田　修弥 県立大学 正木　優磨 県立大学 小山田　諒 県立大学 山崎　覚水 県立大学

12 秋田市役所テニス部Ａ＋ 貝沼　雄亮 秋田市役所 柳舘　侑 秋田市役所 佐々木　悠太 秋田市役所 齊藤　英知 ATA 湯浅　悠介 フリー

13 カモン！ノリダー 佐藤　憲人 ユートピアTA 高橋　駿 ユートピアTA 本間　真人 ユートピアTA 加賀　秀和 ユートピアTA 金　風雅 ＴＤＫ 熊谷　将太 ＴＤＫ

14 ぽすくま 田中　英樹 KDC 相川　英夫 ＫＣ’Ｓ 伊藤　和彦 ＫＣ’Ｓ 佐々木　則和 ＫＣ’Ｓ 大島　英尚 KDC

15 チョッパーズ   グランパ 工藤　重己 チョッパーズ 植村　清之 チョッパーズ 田口　光次 チョッパーズ 佐藤　広行 チョッパーズ 長谷部　明広 チョッパーズ 近藤　和泉 チョッパーズ

16 チョッパーズ ビックスロープ 大坂　淳 チョッパーズ 保坂　智志 チョッパーズ 奥田　喜秋 チョッパーズ 高橋　卓士 チョッパーズ 天野　陽向 チョッパーズ 北岡 春也 チョッパーズ

17 B.I.TENNIS 大島　政人 B.I.TENNIS 大島　楓歩 B.I.TENNIS 小松　丈流 B.I.TENNIS 佐藤　日菜 B.I.TENNIS 阿南　智元 B.I.TENNIS

18 ６PIECE 田中　公一 フリー 佐野　政二 フリー 佐藤　元気 フリー 加賀屋　重貴 フリー 丸山　公啓 フリー 田中　華子 フリー

19 GTO 澤井　悦子 GTO 徳原　蓮 GTO 三浦　茂樹 GTO 村井　淳二 GTO 伊藤　寿三 GTO 石井　良文 GTO

20 秋浜テニスクリニック特別室A 秋浜　晋 中通総合病院TC 奈良　俊輔 泉TC 夏見　拓弥 サンライズTC 小紫　友也 中通総合病院TC 芦口　将大 フリー

21 秋浜テニスクリニック大部屋B 小松　芳英 ＴＨＴＣ 福田　耕二 中通総合病院TC 渡部　洋平 フリー 岡島　一真 ＴＨＴＣ 加藤　徹 中通総合病院TC

22 サンライズ・さる 佐々木　政一郎 サンライズTC 伊東　和幸 サンライズTC 船木　正司 サンライズTC 佐々木　洸大 サンライズTC 三浦　幸貴 サンライズTC 足利　徹 サンライズTC 板倉　廉 サンライズTC

男子３部

チーム名 名前１ 所属団体１ 名前２ 所属団体２ 名前３ 所属団体３ 名前４ 所属団体４ 名前５ 所属団体５ 名前６ 所属団体６ 名前７ 所属団体７

1 チーム SS 佐々木　恵里子 フリー 櫻田　良雄 フリー 佐々木　弘一 フリー 草階　玲子 フリー 神谷　真粧美 フリー 藤田　真弓 フリー 安倍　明義 チョッパーズ

2 秋田市役所テニス部Ｂ 桜庭　竹士 秋田市役所 佐々木　康元 秋田市役所 阿部　光孝 秋田市役所 土舘　正平 秋田市役所 船木　貴弘 秋田市役所 石塚　泰仁 秋田市役所 藤井　秀成 秋田市役所

3 エギング 今野　明美 ユートピアTA 藤井　香理奈 大曲ラブオールTC 平野　正子 ALTF 久米　啓之 大曲ラブオールTC 藤井　龍雅 大曲ラブオールTC

4 サキホコ・レルカ 牧野　一彦 スマートTC 伊藤　邦彦 スマートTC 高橋　彪 スマートTC 鈴木　廣司 スマートTC 熊谷　利長 スマートTC

5 ルーキーズ　A 伊藤　綾子 ALTF 時田　慎一 県シニア協会 今田　充 フリー 奥山　拓也 フリー 金田　博子 ALTF 三浦　智子 ALTF

6 ルーキーズ　B 佐々木　香 ALTF 戸田　玲子 フリー 金　勲 フリー 須合　元 フリー 神谷　博之 フリー 三上　由加子 ALTF

7 雄和Z 三浦　優 フリー 大仲　雅久 フリー 三浦　茂 雄和TC 佐藤　豪 フリー 渡辺　光 フリー

8 北都銀行A 虻川　義孝 北都銀行 金　宏 北都銀行 折笠　誠 ＡＡＣ 伊藤　春菜 TLBG 若松　真以 ＡＡＣ 能登　千晴 秋田赤十字病院

9 北都銀行B 倉田　友美 ＴＨＴＣ 伊藤　寛朗 ＴＨＴＣ 吉田　真澄 ALTF 乾　尚子 ALTF 田郷岡　美由紀 ALTF 光永　恵理 国際教養大学


