
期日 令和４年７月１６日（土）１７日（日）

会場 秋田県立中央公園テニスコート　

日程 １６日　一般男子　　一般女子

１７日　ミックスダブルス

受付終了時間 １６日 　　　9:00 　　男子ダブルス・女子ダブルス　

１７日　　　 9:00　　 ミックスダブルス 

試合方法 予選リーグは、当日抽選のオープンドローとする。

（同一所属の場合の配慮あり。）

＊４チームまたは３チームによるリーグ戦の後、順位別トーナメントを行う。

A.  1 ・２位トーナメント（各ブロックの１位２位）　

B. ３・４位トーナメント（各ブロックの３位４位）　

＊４チームリーグは５ゲーム先取セミアドバンテージ　タイブレなし

＊３チームリーグは6ゲーム先取セミアドバンテージ

＊トーナメントは全て１セットマッチセミアドバンテージ（当日の天候により変更あり。）

＊すべてセルフジャッジとする。

 ＊リーグ戦での順位の決め方

１．勝試合数の数 

２．勝数が同じ場合　　 １）２組の場合　　対戦上位

 ２）３組以上の場合　　取得ゲーム率

＊トーナメントの組み合わせは、リーグ戦での順位決定後、抽選をする。

 　予選ブロックと同じになった場合は、抽選しなおす。

使用ボール ヨネックス

その他 天候その他の理由により、試合方法等を変更することがある。 

各種目毎、ABトーナメントそれぞれに賞品あり。  

空クジ無しの抽選会。

車の出入りには十分お気を付け下さい。

＊ コロナウィルス感染防止のため、体調不良、37.5°以上の方の参加はご遠慮ください。 

応援の方の名簿作成にご協力ください。 

観客席、本部、更衣室では、ソーシャルディスタンスをとり、密にならないように してください。

＊名前、所属等の間違いがありましたら、ご連絡ください。 ＴＥＬ　018-863-2940

　　欠場の場合も、ご連絡ください。 工藤（090-2607-3161） 

第１８回　ヨネックス杯オープンダブルス　仮ドロー



男子ダブルス一般 女子ダブルス一般 ミックスダブルス一般

宮下　貴行 RTC 鈴木　忍 ＡＡＣ 鈴木　忍 ＡＡＣ

小熊　悟 山王TC 船木　歌織 ルネッサンスTC 冨永　啓太 ＡＡＣ

佐藤　憲人 ユートピアTA 水澤　綾香 TEAM C 菱沼　亜衣 コスモスTC

本間　真人 ユートピアTA 菅原　陵 ユートピアTA 加藤　徹 中通総合病院TC

川村　高広 TEAM C 永野　亜矢子 ＡＡＣ 三浦　里奈 雄和TC

今泉　一樹 横手ローンTC 中山　美枝子 ＡＡＣ 奈良　俊輔 中通総合病院TC

佐藤　格 大館ローンTC 工藤　恵子 ＡＡＣ 佐藤　光子 男鹿シーサイドTC

大関　宏和 泉TC 木次谷　恵美子 大館ローンTC 渡邉　洋平 フリー

高橋　明久 横手ローンTC 佐藤　美貴子 コスモスTC 高橋　和子 横手ローンTC

芦沢　保則 横手ローンTC 降矢　田鶴子 ALTF 小松田　剛史 横手ローンTC

小場　和之 KDC 今野　明美 ユートピアTA 工藤　彩佳 フリー

齊藤　透 RTC 進藤　由宜子 ALTF 天野　陽向 チョッパーズ

正木　優磨 チョッパーズ 倉田　友美 ＴＨＴＣ 今野　明美 ユートピアTA

天野　陽向 チョッパーズ 田中　華子 フリー 佐藤　憲人 ユートピアTA

長沼　佑 サンライズTC 小笠原　紅 ATA 鈴木　英理子 フリー

星　達也 フリー 新川　以智子 フリー 鈴木　祐功 フリー

近藤　洋二 コスモスTC 三浦　里奈 雄和TC 今野　純子 ルネッサンスTC

永野　泰宏 ＡＡＣ 佐藤　光子 男鹿シーサイドTC 鈴木　明志 ルネッサンスTC

秋濱　晋 中通総合病院TC 小場　多美子 JSTA 能登　千晴 フリー

渡邉　綱平 フリー 川浪　令子 JSTA 田口　光次 チョッパーズ

伊藤　和彦 ＫＣ’Ｓ 山口　佐知子 WILLS 大島　楓歩 B.I.TENNIS

田中　英樹 KDC 澤井　悦子 WILLS 小松　丈流 B.I.TENNIS

岡本　雄太 横手ローンTC 大島　楓歩 B.I.TENNIS 小笠原　紅 ATA

小田嶋　潤平 横手ローンTC 佐藤　日菜 B.I.TENNIS 小場　和之 KDC

鈴木　明志 ルネッサンスTC 岡田　遼子 チョッパーズ 岡田　遼子 チョッパーズ

高山　裕矢 ルネッサンスTC 能登　千晴 フリー 大坂　淳 チョッパーズ

戸舘　勉 鹿角TC 若松　真以 TLBG 若松　真以 TLBG

佐藤　孝之 鹿角TC 伊藤　春菜 TLBG 佐藤　良矩 西目TC

貝沼　雄亮 秋田市役所 赤川　香奈子 ＴＨＴＣ 赤川　香奈子 ＴＨＴＣ

藤井　秀成 秋田市役所 三浦　しずか ＴＨＴＣ 小松　芳英 ＴＨＴＣ

小松　芳英 ＴＨＴＣ 佐藤　雅子 ＡＡＣ 村山　花奈 雄和TC

伊藤　寛朗 ＴＨＴＣ 大沼　留美子 泉TC 村山　智之 雄和TC

津谷　善幸 北秋田TC 吉成　千賀子 ＴＨＴＣ 田中　華子 フリー

山内　朋宏 WILLS 小田桐　博美 ルネッサンスTC 田中　公一 フリー

田口　光次 チョッパーズ 高桑　幸子 ALTF 山口　佐知子 WILLS

渡辺　聡 チョッパーズ 児玉　夕貴子 ALTF 大坂　悟 WILLS

加藤　徹 中通総合病院TC 珍田　貞子 ALTF 斎藤　永利子 フリー

岡島　一真 ＴＨＴＣ 田中　ひとみ KC’ｓ 斎藤　正弥 フリー

保坂　智志 チョッパーズ 久米　巳弥子 ルネッサンスTC

高橋　卓士 チョッパーズ 今泉　一樹 横手ローンTC

伊藤　健二郎 KDC 金　理奈 中通総合病院TC

加藤　文雄 ＫＣ’Ｓ 金　宏 北都銀行

長谷川　聖子 ユートピアTA

齋藤　千徳 CTT
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