第２８回 秋田杯・テニスの日記念ダブルステニス選手権

日時

平成２２年９月５日（日）

会場

全種目

富岡町
〃

連絡事項

総合スポーツセンターテニスコート
ふれあいドーム

受付締め切り ８時３０分
朝の練習

８時２０分から８時５０分（サインナップ）

試合開始予定 ９時
試合方法

各種目

１タイブレークセットマッチ

トーナメント方式（５５歳以上男子のみ

リーグ戦）

セルフジャッジ
敗者戦をおこなう予定です
その他

優勝者は、H２２年１０月９，１０日（土、日）青森県八戸市で開
催される‘１０ダンロップトーナメント東北決勝大会の出場権を
得ます。（５５歳以上男子は該当せず）

<一般男子 A級>
① 1 奥澤 厚 （日本工機）
松崎 雅弘 （日本工機）
2 BYE

3 矢吹 貴志 （郡山ローン）
星名 誠 （郡山ローン）
4 石井 秀康（QOO)
中田 卓志（QOO)
5 井上 泰正（福島けんしん）
岩永 尚士（あさかファミール）
6 BYE

7 BYE

8 石井 新 （BIGOT）
清野 貴寛（NOBU)

<一般男子

B級>

① 1 小林 勉 （チームコムデ）
遠藤 寛幸（チームコムデ）
2 BYE

3 加藤 智光 （昭和電工）
竹内 祐介 （昭和電工）
4 渡辺 晃憲 （いわきNTC)
福田 清宣 （日本化成TC)
5 志賀 正義 （チームコムデ）
菊地 健介 （チームコムデ）
6 大平 成一 （フラッシュアイ）
本郷 大祐 （QOO)
7 赤津 周喜 （フラッシュアイ）
根本 洋 （フラッシュアイ）
8 佐藤 裕太 （SOTC)
矢吹 譲 （SOTC)

<４５歳以上男子>
① 1 太田 光彦 （富士通SPN)
田村 英夫 （SOTC)
2 BYE

3 村田 康二 （郡山TC)
澤口 邦夫 （郡山TC)
4 久野 利夫 （クリナップ）
菅野 正徳 （クロスロード）
5 村井 博哉 （富岡TC)
池沢 武 （富岡TC)
6 BYE

7 BYE

8 藤本 要 （福島学院大）
渡辺 良晃 （あさかファミール）

<５５歳以上男子>
1
佐久間光弘
佐藤 敏明
井上 啓之
西原 健一
緑川 康夫
太田 敏男

（原町クラブ）
（北芝TC)
（TEPCO)
（内郷庭協）
（ルネサンス棚倉
（ルネサンス棚倉

2

3

順位

<一般女子>
① 1 馬上 久代 （オレンジ）
佐野 由香 （オレンジ）
2 岡 やえ子 （オレンジ）
小関 由美子 （オレンジ）
3 羽田 淳和 （J'ｓテニスクラブ）
矢内 ナナ （磐城桜が丘高）
4 野地 典子 （つばさ）
山本奈美子 （さつき）
5 BYE
6 佐久間 真麻 （あさかファミール）
熊田 利恵子 （TOMORROW）
③ 7 佐藤 悦子 （ROSSO)
鴫原 悦子 （GATC)
8 佐久間 悦子 （さつき）
高木 典子 （セレッソ吾妻）
9 濱村 幸恵 （郡山TC)
吉澤 範子 （郡山TC)
10 石井 里美 （SHOT)
小松 典子 （SUN・TC)
11 BYE
12 坂井 美智代 （ROSSO)
小形 美奈子 （ROSSO)
13 先崎 和子 （あさかファミール）
大竹 満子 （あさかファミール）
14 BYE
15 内海 友希子 （カルテット）
小暮 真由美 （カルテット）
16 小菅 真由美 （モンキーテニス村）
助川 恵里 （チームタロッコ）
17 BYE
④ 18 高島 日出子 （GATC)
三笠 陽子 （カルテット）
19 林 禎子 （広野TC)
本多 朋子 （オレンジ）
20 BYE
21 山岸 久美子 （さわやか）
新田 真理 （さわやか）
22 小池 みどり （オレンジ）
鈴木 美恵子（I・V・T・C）
23 坂本 栄子 （YHSC)
金子 美香 （浪江TC)
② 24 井上 みゆき（オレンジ）
岡部 智子 （あさかファミール）

<４０歳以上女子>
① 1 大塚 由弥子 （あさかファミール）
上遠野 和恵 （オレンジ）
2 BYE

3 草野 恵子 （つばさ）
岸田 節子 （なでしこ）
4 佐藤 みゆき （郡山TC)
北村 文枝 （郡山TC)
③ 5 福山 貴美子 （郡山TC）
田母神みほ子 （郡山TC)
6 BYE

7 小手森 都 （つばさ）
菅野 悦子 （さつき）
8 風間 光子 （モンキーテニス村）
橋本 みつ子 （ベテラン）
9 松崎 悦子 （IVTC)
渡辺 さゆり （IVTC)
10 澤 なつい （つばさ）
斎藤 久美子 （GATC)
11 小原 小百合 （カルテット)
竹野 礼子 （丸善商事）
④ 12 石井 里美 （つばさ）
永澤 靖子 （クキッグギ）
13 菅原 千里 （IVTC)
高木 洋子 （モンキーテンス村）
14 宮崎 夏子 （さつき）
桜本 琴美 （さつき）
15 BYE

② 16 高橋 勝美 （オレンジ）
冨谷 直美 （モンキーテニス村）

