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第２５回秋田県アマチュアオープンテニス大会実施要項

期日：2021年８月7日(土)～8日(日)

会場：秋田県立中央公園テニスコート

前日・当日のお問い合わせは安藤(080-5577-1649)までお願いします．

受付終了時刻

　８月7日(土)

・受付の際、検温を実施します。

本大会は、新型コロナウィルス感染予防のため、

　８月８日(日)

2日間実施種目の8日の日程は7日に発表します．

試合方法

当日は、東北中学校陸上大会も開催されます。自専道中央公園出口付近の混雑が予想されますので、

時間に余裕を持ってお出かけください。

・試合中を除きマスクの着用をお願いします。

水分補給など充分な体調管理をお願いします．

マスク着用により熱中症の発症の可能性が高まっております！！！

・受付、試合球の受け取り、結果報告以外は本部への立ち入りをご遠慮ください。

オーダーオブプレー・インフォメーションボードは15・16番コート側に向けて設置しますので、

15・16番コート側の本部外側からご確認ください。

注意：女子Bクラスダブルス，Cクラスダブルス以外は2日間試合を行う予定．

　　　　男女Ａクラスシングルス・ダブルス：8ゲームプロセット　セミアドバンテージ

　　　　男子Bクラスダブルス予選Bブロック，Ｃクラスダブルス：5ゲーム先取　セミアドバンテージ(4ゲームオールでタイブレーク)

服装：男女Ａクラスはテニスウェアを着用の事（JTAテニスルールブック最新版に準ずる）．

駐車場：必ずＰ６駐車場をご利用ください(スカイドーム工事中です)．

　　　　それ以外の種目すべて：1セットマッチ　セミアドバンテージ

・応援・観戦では密接を避け、大声を出さないでください。

・応援・観戦の方は検温、来場者名簿へのご記入、マスク着用にご協力ください。

皆様のご協力をお願いいたします。



32 高橋　浩平 (A.T.C)
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31 Ｂｙｅ

28 熊谷　将太 (ＴＤＫ)

29 高橋　駿 (西目TC)
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3 鈴木　研介 (県庁同好会)
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大内　祐也 (フリー)

鈴木　成 (フリー)
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出野　顕太朗 (ＴＤＫ)

鈴木　研介 (県庁同好会)
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高橋　浩平 (A.T.C)
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川村　高広 (TEAM C)

伊藤　絋成 (フリー)

三浦　幸貴 サンライズTC

金　涼太 サンライズTC
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相川　英夫 (ＫＣ’Ｓ)

田中　英樹 (県大倶楽部)

小野　康二 (秋田エプソン)

今野　浩平 (秋田エプソン)

保坂　智志 (チョッパーズ)

鳥井　保 (チョッパーズ)

岡島　一真 (ＴＨＴＣ)

加藤　徹 (中通総合病院TC)

渡辺　光 (フリー)

浦山　真 雄和TC

佐藤　義俊 (横手ローンTC)

小松田　剛志 (横手ローンTC)

払川　幸誠 (サンライズTC)

板倉　廉 (サンライズTC)
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5 堀井　なつみ (ＡＡＣ)

3 水澤　綾香 (TEAM C)

4 今野　明美 (ユートピアTA)

1 高橋　佑奈 (ATA)

2 藤井　香理奈 (大曲ラブオールTC)
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順位

堀井　ともみ (ＡＡＣ)

高橋　佑奈 (ATA)

村山　花奈 (雄和TC)

土田　淳子 (TEAM C)

佐藤　日菜 (B.I.TENNIS)

田中　碧 (秋田商業高校)

工藤　彩佳 (フリー)

佐藤　衣桜奈 (フリー)

堀井　なつみ (ＡＡＣ)

水澤　綾香 (TEAM C)

今野　明美 (ユートピアTA)

藤井　香理奈 (大曲ラブオールTC)

斎藤　永利子 (ホワイト)

根　尚知子 (ホワイト)

山口　佐知子 (WILLS)

沢井　悦子 (WILLS)

泉沢　聖ニ (フリー)

庄司　とも子 (フリー)

辰　徳子 (SKT7)

小玉　恵子 (SKT7)

今田　充　 (ＡＡＣ)

倉田　友美 (フリー)

伊藤　寿子 (フリー)

三澤　真由美 (フリー)

石黒　優 (チョッパーズ)

田郷岡　美由紀 (フリー)
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