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秋  田  県

青  森  市 八  戸  市 弘  前  市 十 和 田 市 盛  岡  市 矢  巾  町 滝  沢  市 秋  田  市

木村 智彦 粒来    誠 松宮 英寿 母良田 篤夫 鎌田 吉久 藤島    努 松本    理 小熊    悟

加藤　 萌 天羽 星莉 北川  果央子 遠沢    唯 十和田 友美 菊池    虹 吉田 芽生 工藤 彩佳

盛 みずな 夏坂 海夕愛 藤田 茉里奈 大茂 真樹 佐藤 真菜 小寺 杏菜 関 亜矢香 工藤 有彩

石田　惺子 工藤 帆稀 新山 れのん 佐藤 百花 小野寺 花愛 鈴木 麻美子

三浦 直樹 上田 直人 小枝 咲大 遠沢 風太 鎌田 吉久 田村 直賢 柳田 直人 石井 智也

菅 倫太郎 下館    駿 葛西 壮太朗  遠沢 竜駄 十和田 潤 藤島    航 伊藤 悠馬 金    凉太

三浦    陽 松橋 希良 北山    沢 安久津 晋太 吉田 拓貴 持石 祥平

菅    倫存 中里    守 奈良岡 和人 吉田 則之 大谷 直人 藤島    努 柳田 直人 江畑    亮

菖蒲川 学 古里  淳一 鈴木 琢治 鈴木 克彦  萩尾 博昭 小寺 普一 伊藤 悠馬 伊東 和幸

神    匡輝 林    晋史 川村 博幸 佐々木政一郎

藤田 文子 丸山 恭子 新川 以智子 鹿島 育子 堀切 眞貴子 重茂 真紀 菅沼 和子 田中 花枝

其田 眞紀子 川口 直美 福原 志津 田中 寛子 横山 明美 菊地 瑞恵 小野寺 晶子 中川    心

種市 聡子 森下 良子 藤島 亜希 藤原 久美子

千葉 健夫 粒来    誠 佐々木  隆治 山田 民彦 木澤 英樹 鈴木 一孝 菅原 真司 小熊    悟

木村 智彦 中嶋 正博 工藤 和信 母良田 篤夫 花坂 昌彦 橋本    博 羽上 正幸 石井 典明

西谷　昌彦 和合    健 林    誠二 小林    充

秋  田  県 山　形　県

横  手  市 仙  台  市 気 仙 沼 市 石  巻  市 上  山  市 郡  山  市 い わ き 市 福  島  市

今泉 一樹 吉野 幸芳 菊田    力 和田 耕壽 渡部 隆一 今泉 壮規 渡邉 健司 小形 慎一郎

大友 香織 伊藤 由理 越田 浩史 池田 剛希 永塚 清美 本田 修一朗

村山 花奈 五十嵐 唯愛 伊藤 早希 佐藤 あさ美 大内    葵 志賀 亜希奈 種田 詩織 橘    内悠

三浦 里奈 亀山 もな 村上 綸香 大竹 千紘 大内    茜 今泉 奈々美 鎌田 ひかり 小形 寧音

水澤 綾香 鎌田 愛莉 阿部 優香 横田 遥菜 齋藤 和伽 本田 美聡 中澤    楓

今泉 一樹 守屋 一将 畠山    良 上野 七海 田邊 篤志 池田 剛希 渡邉 健司 大瀧 博之

伊藤 紘成 森山 颯太 今野 良紀 廣田 大輝 森 未来也 富崎 優也 菅野 慧太朗 菅野 将大

川村 高広 中山　僚 田村 融佑 　 佐々木 康太 前山 裕助 香村 和哉

本間 真人 津田 善行 菅原 淳二 原田 竜介 市川 直弥 橘    清孝 大平 成一 小形 慎一郎

佐藤 吉宏 有賀 俊博 武田 正幸 久米本 良洋 阿部 将人 今泉 壮規 猪俣 正光 本多 修一朗

中川原 誠 丸山 智記 千葉 和弘

土田 淳子 佐藤 晋子 伊藤 由理 米倉 智子 塚原 永子 大塚 由弥子 湯澤 裕美 鴨原 悦子

菅原    陵 大友 香織 渡辺 澄子 三上 明子 武田 光子 五十嵐 美穂 永塚 清美 坂井 美智代

金    理奈 小形 美奈子

福田 和人 小谷地 雅人 三浦 利行 越田 浩史 後藤 光勇 矢吹 寿晴 塚本 春彦 吾妻 久泰

金      宏 太宰    真 尾形 浩明 芳賀    潔 渡部 隆一 細木 伸仁 逸見 彰彦 菊地 慎一

小場 和之 菊田    力 　 　 丹治    崇
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Ａブロック

市町村名 1 2 3 4 勝　敗 セット取得率 ゲーム取得率 順　位

1　郡山市 7-0 7-0 7-0 3-0 1

2　石巻市 0-7 0-7 4-3 1-2 3

3　八戸市 0-7 7-0 5-2 2-1 2

4　上山市 0-7 3-4 2-5 0-3 4

対戦結果

一般女子 志賀 亜希奈 大竹 千紘 一般女子 天羽 星莉 大内    葵

ダブルス 今泉 奈々美 横田 遥菜 ダブルス 夏坂 海夕愛 大内    茜

一般男子 池田 剛希 上野 七海 一般男子 下館    駿 森 未来也

ダブルス 富崎 優也 廣田 大輝 ダブルス 松橋 希良 佐々木 康太

ベテランⅠ 橘    清孝 久米本 良洋 ベテランⅠ 中里    守 市川 直弥

男子ダブルス 今泉 壮規 千葉 和弘 男子ダブルス 古里  淳一 阿部 将人

ベテラン女子 大塚 由弥子 米倉 智子 ベテラン女子 丸山 恭子 塚原 永子

ダブルス 五十嵐 美穂 三上 明子 ダブルス 川口 直美 武田 光子

ベテランⅡ 矢吹 寿晴 越田 浩史 ベテランⅡ 粒来    誠 後藤 光勇

男子ダブルス 細木 伸仁 芳賀    潔 男子ダブルス 中嶋 正博 渡部 隆一

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

一般女子 志賀 亜希奈 天羽 星莉 一般女子 大竹 千紘 大内    葵

ダブルス 今泉 奈々美 工藤 帆稀 ダブルス 横田 遥菜 大内    茜

一般男子 池田 剛希 下館    駿 一般男子 上野 七海 森 未来也

ダブルス 富崎 優也 松橋 希良 ダブルス 廣田 大輝 佐々木 康太

ベテランⅠ 橘    清孝 中里    守 ベテランⅠ 原田 竜介 市川 直弥

男子ダブルス 今泉 壮規 神　匡輝 男子ダブルス 久米本 良洋 阿部 将人

ベテラン女子 大塚 由弥子 丸山 恭子 ベテラン女子 米倉 智子 塚原 永子

ダブルス 五十嵐 美穂 川口 直美 ダブルス 三上 明子 武田 光子

ベテランⅡ 矢吹 寿晴 粒来    誠 ベテランⅡ 越田 浩史 後藤 光勇

男子ダブルス 細木 伸仁 中嶋 正博 男子ダブルス 芳賀    潔 渡部 隆一

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

一般女子 志賀 亜希奈 大内    葵 一般女子 佐藤 あさ美 夏坂 海夕愛

ダブルス 今泉 奈々美 齋藤 和伽 ダブルス 横田 遥菜 工藤 帆稀

一般男子 池田 剛希 森 未来也 一般男子 上野 七海 下館    駿

ダブルス 富崎 優也 佐々木 康太 ダブルス 廣田 大輝 松橋 希良

ベテランⅠ 橘    清孝 市川 直弥 ベテランⅠ 原田 竜介 中里    守

男子ダブルス 今泉 壮規 阿部 将人 男子ダブルス 千葉 和弘 神　匡輝

ベテラン女子 大塚 由弥子 塚原 永子 ベテラン女子 米倉 智子 丸山 恭子

ダブルス 五十嵐 美穂 武田 光子 ダブルス 三上 明子 川口 直美

ベテランⅡ 矢吹 寿晴 後藤 光勇 ベテランⅡ 越田 浩史 粒来    誠

男子ダブルス 細木 伸仁 渡部 隆一 男子ダブルス 芳賀    潔 中嶋 正博

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

6-0 2-6

6-1 4-6

上田 直人

天羽　星莉志賀 亜希奈 6-0 齋藤 和伽 大竹　千紘 2-6

池田 剛希 6-1 森 未来也 廣田 大輝 4-6

6-1 0-6

6-2 3-6

第４７回東北都市対抗テニス大会　予選リーグ

3

6-0 3-6

対抗都市 1 4 対抗都市 2

佐々木 康太

志賀 亜希奈 6-0 夏坂 海夕愛 佐藤 あさ美 1-6 齋藤 和伽

6-4 3-6

6-2 6-3

池田 剛希 6-1 上田 直人 上野 七海 6-0

対抗都市 3

工藤 帆稀 4-6

6-0 2-6

6-1 6-2

6-0 6-4

6-2

上田 直人 6-1

7-6(1)

4

対抗都市 1 3 対抗都市 2 4

対抗都市 1 2

池田 剛希 6-3 廣田 大輝

齋藤 和伽

6-1

森 未来也

4-6

6-1

6-2

6-0

6-2

志賀 亜希奈 6-0 佐藤 あさ美

6-1

6-0



Ｂブロック

市町村名 1 2 3 4 勝　敗 セット取得率 ゲーム取得率 順　位

1　気仙沼市 2-5 5-2 4-3 2-1 2

2　福島市 5-2 7-0 6-1 3-0 1

3　滝沢市 2-5 0-7 1-6 0-3 4

4　青森市 3-4 1-6 6-1 1-2 3

対戦結果

一般女子 村上 綸香 小形 寧音 一般女子 吉田 芽生 加藤　 萌

ダブルス 阿部 優香 中澤    楓 ダブルス 関 亜矢香 盛 みずな

一般男子 畠山    良 大瀧 博之 一般男子 柳田 直人 三浦 直樹

ダブルス 今野 良紀 菅野 将大 ダブルス 伊藤 悠馬 三浦    陽

ベテランⅠ 菅原 淳二 小形 慎一郎 ベテランⅠ 佐藤 晴彦 菅    倫存

男子ダブルス 武田 正幸 本多 修一朗 男子ダブルス 松本    理 菖蒲川 学

ベテラン女子 伊藤 由理 坂井 美智代 ベテラン女子 菅沼 和子 藤田 文子

ダブルス 渡辺 澄子 小形 美奈子 ダブルス 小野寺 晶子 其田 眞紀子

ベテランⅡ 三浦 利行 菊地 慎一 ベテランⅡ 菅原 真司 千葉 健夫

男子ダブルス 尾形 浩明 丹治    崇 男子ダブルス 羽上 正幸 木村 智彦

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

一般女子 村上 綸香 吉田 芽生 一般女子 小形 寧音 加藤　 萌

ダブルス 阿部 優香 関 亜矢香 ダブルス 中澤    楓 盛 みずな

一般男子 今野 良紀 伊藤 悠馬 一般男子 菅野 将大 菅　倫太郎

ダブルス 田村 融佑 吉田 拓貴 ダブルス 香村 和哉 三浦    陽

ベテランⅠ 菅原 淳二 佐藤 晴彦 ベテランⅠ 小形 慎一郎 菅    倫存

男子ダブルス 武田 正幸 松本    理 男子ダブルス 本多 修一朗 菖蒲川 学

ベテラン女子 伊藤 由理 菅沼 和子 ベテラン女子 坂井 美智代 其田 眞紀子

ダブルス 渡辺 澄子 小野寺 晶子 ダブルス 小形 美奈子 種市　聡子

ベテランⅡ 三浦 利行 羽上 正幸 ベテランⅡ 菊地 慎一 千葉 健夫

男子ダブルス 尾形 浩明 林　　誠二 男子ダブルス 丹治    崇 木村 智彦

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

一般女子 村上 綸香 加藤　 萌 一般女子 小形 寧音 吉田 芽生

ダブルス 阿部 優香 盛 みずな ダブルス 中澤    楓 関 亜矢香

一般男子 畠山    良 三浦 直樹 一般男子 大瀧 博之 柳田 直人

ダブルス 田村 融佑 三浦    陽 ダブルス 菅野 将大 吉田 拓貴

ベテランⅠ 菅原 淳二 菅    倫存 ベテランⅠ 小形 慎一郎 佐藤 晴彦

男子ダブルス 武田 正幸 菖蒲川 学 男子ダブルス 本多 修一朗 松本    理

ベテラン女子 伊藤 由理 其田 眞紀子 ベテラン女子 坂井 美智代 菅沼 和子

ダブルス 渡辺 澄子 種市　聡子 ダブルス 小形 美奈子 小野寺 晶子

ベテランⅡ 三浦 利行 千葉 健夫 ベテランⅡ 菊地 慎一 菅原 真司

男子ダブルス 尾形 浩明 木村 智彦 男子ダブルス 丹治    崇 林　誠二

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス
伊藤 悠馬

村上 綸香 6-3 石田　惺子 中澤    楓 6-3 小野寺 花愛

今野　良紀 6-3 菅 倫太郎 香村 和哉 6-2

6-2 6-1

3-6 6-1

6-4 6-2

1-6 6-3

3

3-6 6-2

対抗都市 1 4 対抗都市 2

菅 倫太郎

村上 綸香 7-5 小野寺 花愛 小形 寧音 6-0 石田　惺子

畠山　良 3-6 柳田　直人 香村 和哉 6-1

7-5 6-4

6-2 6-1

6-1 3-6

4-6 6-0

4

6-3 6-3

対抗都市 1 3 対抗都市 2

菅 倫太郎

阿部 優香 0-6 小形 寧音 小野寺 花愛 7-5 石田　惺子

田村 融佑 1-6 香村 和哉 吉田 拓貴 2-6

6-3 4-6

7-5 1-6

3-6 1-6

1-6 1-6

0-6 0-6

第４７回東北都市対抗テニス大会　予選リーグ

対抗都市 1 2 対抗都市 3 4



Ｃブロック

市町村名 1 2 3 4 勝　敗 セット取得率 ゲーム取得率 順　位

1　盛岡市 5-2 6-1 4-3 3-0 1

2　いわき市 2-5 3-4 5-2 1-2 0.476 2

3　十和田市 1-6 4-3 2-5 1-2 0.333 4

4　秋田市 3-4 2-5 5-2 1-2 0.476 3

対戦結果

一般女子 十和田 友美 鎌田 ひかり 一般女子 遠沢　唯 工藤 彩佳

ダブルス 佐藤 真菜 本田 美聡 ダブルス 大茂　真樹 鈴木 麻美子

一般男子 鎌田 吉久 渡邉 健司 一般男子 遠沢 風太 金    凉太

ダブルス 十和田 潤 前山 裕助 ダブルス  遠沢 竜駄 持石 祥平

ベテランⅠ 大谷 直人 大平 成一 ベテランⅠ 吉田 則之 江畑    亮

男子ダブルス  萩尾 博昭 猪俣 正光 男子ダブルス 鈴木 克彦 伊東 和幸

ベテラン女子 堀切 眞貴子 湯澤 裕美 ベテラン女子 鹿島 育子 中川    心

ダブルス 横山 明美 永塚 清美 ダブルス 田中 寛子 藤原 久美子

ベテランⅡ 木澤 英樹 塚本 春彦 ベテランⅡ 山田 民彦 石井 典明

男子ダブルス 花坂 昌彦 逸見 彰彦 男子ダブルス 母良田 篤夫 小林    充

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

一般女子 十和田 友美 遠沢　唯 一般女子 種田 詩織 工藤 有彩
ダブルス 佐藤 真菜 大茂　真樹 ダブルス 鎌田 ひかり 鈴木 麻美子

一般男子 鎌田 吉久 遠沢 風太 一般男子 渡邉 健司 金    凉太

ダブルス 十和田 潤  遠沢 竜駄 ダブルス 前山 裕助 石井 智也

ベテランⅠ 大谷 直人 吉田 則之 ベテランⅠ 大平 成一 江畑    亮

男子ダブルス  萩尾 博昭 鈴木 克彦 男子ダブルス 猪俣 正光 佐々木政一郎

ベテラン女子 堀切 眞貴子 鹿島 育子 ベテラン女子 湯澤 裕美 田中　花枝

ダブルス 横山 明美 田中 寛子 ダブルス 永塚 清美 藤原 久美子

ベテランⅡ 木澤 英樹 山田 民彦 ベテランⅡ 塚本 春彦 小熊  悟

男子ダブルス 花坂 昌彦 母良田 篤夫 男子ダブルス 逸見 彰彦 石井 典明

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

一般女子 十和田 友美 工藤 彩佳 一般女子 種田 詩織 遠沢　唯

ダブルス 佐藤 真菜 工藤 有彩 ダブルス 鎌田 ひかり 佐藤 百花

一般男子 鎌田 吉久 石井 智也 一般男子 渡邉 健司 遠沢 風太

ダブルス 十和田 潤 持石 祥平 ダブルス 菅野 慧太朗  遠沢 竜駄

ベテランⅠ 大谷 直人 伊東 和幸 ベテランⅠ 大平 成一 吉田 則之

男子ダブルス  萩尾 博昭 佐々木政一郎 男子ダブルス 猪俣 正光 鈴木 克彦

ベテラン女子 堀切 眞貴子 中川    心 ベテラン女子 湯澤 裕美 鹿島 育子

ダブルス 横山 明美 藤原 久美子 ダブルス 永塚 清美 田中 寛子

ベテランⅡ 木澤 英樹 小熊　悟 ベテランⅡ 塚本 春彦 山田 民彦

男子ダブルス 花坂 昌彦 石井 典明 男子ダブルス 逸見 彰彦 母良田 篤夫

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス
 遠沢 風太

佐藤 真菜 6-1 工藤 有彩 本田　美聡 3-6 大茂　真樹

安久津 晋太 6-3 持石 祥平 前山 裕助 3-6

4-6 6-1

6-1 3-6

1-6 1-6

2-6 6-0

3

6-3 6-0

対抗都市 1 4 対抗都市 2

持石 祥平

佐藤 真菜 6-0 佐藤 百花 本田　美聡 5-7 工藤 彩佳

安久津 晋太 6-3  遠沢 風太 菅野 慧太朗 0-6

6-1 6-3

6-3 6-1

6-3 6-2

3-6 6-1

4

6-1 6-0

対抗都市 1 3 対抗都市 2

石井 智也

佐藤 真菜 6-3 種田 詩織 佐藤 百花 6-3 工藤 有彩

安久津 晋太 6-2 菅野 慧太朗  遠沢 風太 2-6

2-6 3-6

6-2 7-6(5)

7-6(4) 2-6

5-7 5-7

6-1 3-6

第４７回東北都市対抗テニス大会　予選リーグ

対抗都市 1 2 対抗都市 3 4



Ｄブロック 　

市町村名 1 2 3 4 勝　敗 セット取得率 ゲーム取得率 順　位

1　仙台市 3-4 7-0 7-0 2-1 2

2　弘前市 4-3 6-1 6-1 3-0 1

3　横手市 0-7 1-6 3-4 0-3 4

4　矢巾市 0-7 1-6 4-3 1-2 3

対戦結果

一般女子 亀山 もな 北川  果央子 一般女子 村山 花奈 菊池    虹

ダブルス 鎌田 愛莉 藤田 茉里奈 ダブルス 三浦 里奈 小寺 杏菜

一般男子 森山 颯太 小枝 咲大 一般男子 伊藤 紘成 田村 直賢

ダブルス 中山　僚 葛西 壮太朗 ダブルス 川村 高広 藤島    航

ベテランⅠ 津田 善行 奈良岡 和人 ベテランⅠ 佐藤 吉宏 藤島    努

男子ダブルス 有賀 俊博 林    晋史 男子ダブルス 中川原 誠 川村 博幸

ベテラン女子 佐藤 晋子 新川 以智子 ベテラン女子 土田 淳子 菊地 瑞恵

ダブルス 大友 香織 森下 良子 ダブルス 金    理奈 藤島 亜希

ベテランⅡ 小谷地 雅人 佐々木  隆治 ベテランⅡ 金      宏 鈴木 一孝

男子ダブルス 太宰    真 工藤 和信 男子ダブルス 小場 和之 和合    健

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

一般女子 亀山 もな 村山 花奈 一般女子 北川  果央子 菊池    虹

ダブルス 鎌田 愛莉 三浦 里奈 ダブルス 新山　れのん 小寺 杏菜

一般男子 守屋 一将 今泉 一樹 一般男子 葛西 壮太朗 田村 直賢

ダブルス 中山　僚 川村 高広 ダブルス 北山　沢 藤島    航

ベテランⅠ 津田 善行 本間　真人 ベテランⅠ 鈴木琢治 藤島    努

男子ダブルス 有賀 俊博 中川原 誠 男子ダブルス 林    晋史 小寺 普一
ベテラン女子 佐藤 晋子 土田 淳子 ベテラン女子 新川 以智子 重茂　真紀

ダブルス 大友 香織 金    理奈 ダブルス 森下 良子 藤島 亜希

ベテランⅡ 小谷地 雅人 福田 和人 ベテランⅡ 佐々木  隆治 鈴木 一孝

男子ダブルス 太宰    真 小場 和之 男子ダブルス 工藤 和信 橋本博

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

一般女子 五十嵐 唯愛 菊池    虹 一般女子 北川  果央子 村山 花奈

ダブルス 鎌田 愛莉 小寺 杏菜 ダブルス 藤田 茉里奈 三浦 里奈

一般男子 守屋　一将 田村 直賢 一般男子 葛西 壮太朗 伊藤 紘成

ダブルス 森山 颯太 藤島    航 ダブルス 北山　沢 今泉 一樹

ベテランⅠ 津田 善行 藤島    努 ベテランⅠ 奈良岡 和人 本間 真人

男子ダブルス 有賀 俊博 川村 博幸 男子ダブルス 鈴木　琢治 佐藤 吉宏

ベテラン女子 佐藤 晋子 重茂 真紀 ベテラン女子 福原 志津 土田 淳子

ダブルス 大友 香織 菊池 端恵 ダブルス 森下 良子 菅原　陵

ベテランⅡ 小谷地 雅人 橋本 　博 ベテランⅡ 佐々木  隆治 福田 和人

男子ダブルス 太宰    真 和合    健 男子ダブルス 工藤 和信 金     宏

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス
今泉 一樹

五十嵐 唯愛 6-1 菊池    虹 北川  果央子 6-1 水澤 綾香

中山　僚 6-1 藤島    航 小枝 咲大 6-2

7-5 5-7

6-4 6-4

6-3 6-3

6-0 6-3

3

6-0 6-2

対抗都市 1 4 対抗都市 2

田村 直賢

鎌田 愛莉 6-1 水澤 綾香 北川  果央子 6-0 小寺杏菜

森山　楓太 6-1 香村 和哉 小枝 咲大 6-2

6-3 6-0

6-0 6(5)-7

6-2 6-1

6-3 6-1

4

6-1 6-1

対抗都市 1 3 対抗都市 2

藤島    航

鎌田 愛莉 2-6 北川  果央子 水澤 綾香 3-6 菊池    虹

守屋 一将 3-6 小枝 咲大 今泉 一樹 0-6

6-0 7-5

6-1 0-6

7-5 6-0

3-6 6-0

0-6 3-6

第４７回東北都市対抗テニス大会　予選リーグ

対抗都市 1 2 対抗都市 3 4



１位トーナメント(１～４位)

郡山市
5-0

郡山市 弘前市
4-1 4-2

福島市
4-1

　 　

対戦結果

一般女子 北川  果央子 志賀 亜希奈 一般女子 十和田 友美 小形 寧音

ダブルス 新山 れのん 今泉 奈々美 ダブルス 佐藤 真菜 中澤    楓

一般男子 葛西 壮太朗 池田 剛希 一般男子 鎌田 吉久 大瀧 博之

ダブルス 北山　沢 富崎 優也 ダブルス 十和田 潤 香村 和哉

ベテランⅠ 奈良岡 和人 橘    清孝 ベテランⅠ 大谷 直人 小形 慎一郎

男子ダブルス 林    晋史 今泉 壮規 男子ダブルス  萩尾 博昭 本多 修一朗

ベテラン女子 新川 以智子 大塚 由弥子 ベテラン女子 堀切 眞貴子 坂井 美智代

ダブルス 森下 良子 五十嵐 美穂 ダブルス 横山 明美 小形 美奈子

ベテランⅡ 佐々木  隆治 矢吹 寿晴 ベテランⅡ 木澤 英樹 菊地 慎一

男子ダブルス 工藤 和信 細木 伸仁 男子ダブルス 花坂 昌彦 丹治    崇

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

一般女子 志賀 亜希奈 小形 寧音 一般女子 北川  果央子 十和田 友美

ダブルス 今泉 奈々美 中澤    楓 ダブルス 藤田 茉里奈 佐藤 真菜

一般男子 池田 剛希 菅野 将大 一般男子 葛西 壮太朗 鎌田 吉久

ダブルス 富崎 優也 香村 和哉 ダブルス 北山　沢 安久津 晋太

ベテランⅠ 橘    清孝 小形 慎一郎 ベテランⅠ 鈴木 琢治 大谷 直人

男子ダブルス 今泉 壮規 本多 修一朗 男子ダブルス 林    晋史  萩尾 博昭

ベテラン女子 大塚 由弥子 坂井 美智代 ベテラン女子 新川 以智子 堀切 眞貴子

ダブルス 五十嵐 美穂 小形 美奈子 ダブルス 森下 良子 横山 明美

ベテランⅡ 矢吹 寿晴 菊地 慎一 ベテランⅡ 佐々木  隆治 木澤 英樹

男子ダブルス 細木 伸仁 丹治    崇 男子ダブルス 工藤 和信 花坂 昌彦

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

小形 寧音

弘前市

郡山市

盛岡市

福島市

―

5-7

3-6

盛岡市

弘前市

7-6(7)

5-7 5-7

0-6

― 池田 剛希 安久津 晋太 ― 香村 和哉

安久津 晋太

志賀 亜希奈 ― 小形 寧音 北川  果央子 6-3 佐藤 真菜

池田 剛希 ― 香村 和哉 小枝 咲大 ―

6-2

北川  果央子

6-2

7-6(1) 7-5

6(3)-7 4-6

6-0 1-6

志賀 亜希奈 佐藤 真菜 ―

決勝 ３位決定戦

小枝 咲大

　

6-2 6-3

　対抗都市 　 　 対抗都市

第４７回東北都市対抗テニス大会

4

3-6 4-6

対抗都市 1 2 対抗都市 3

1

3

4

2
優勝

4-6

1-6

準決勝 準決勝



２位トーナメント(５～８位)

八戸市
4-1

仙台市 気仙沼市
5-0 4-3

仙台市
4-2

対戦結果

一般女子 天羽 星莉 伊藤 早希 一般女子 五十嵐 唯愛 種田 詩織

ダブルス 夏坂 海夕愛 阿部 優香 ダブルス 鎌田 愛莉 本田 美聡

一般男子 下館    駿 畠山    良 一般男子 森山 颯太 渡邉 健司

ダブルス 松橋 希良 田村 融佑 ダブルス 中山　僚 前山 裕助

ベテランⅠ 古里  淳一 菅原 淳二 ベテランⅠ 津田 善行 大平 成一

男子ダブルス 神　匡輝 武田 正幸 男子ダブルス 有賀 俊博 猪俣 正光

ベテラン女子 丸山 恭子 伊藤 由理 ベテラン女子 佐藤 晋子 湯澤 裕美

ダブルス 川口 直美 渡辺 澄子 ダブルス 大友 香織 永塚 清美

ベテランⅡ 粒来    誠 尾形 浩明 ベテランⅡ 小谷地 雅人 塚本 春彦

男子ダブルス 中嶋 正博 菊田  力 男子ダブルス 太宰    真 逸見 彰彦

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

一般女子 夏坂 海夕愛 五十嵐 唯愛 一般女子 伊藤 早希 種田 詩織

ダブルス 工藤 帆稀 亀山 もな ダブルス 阿部 優香 鎌田 ひかり

一般男子 上田 直人 森山 颯太 一般男子 今野 良紀 渡邉 健司

ダブルス 下館    駿 中山　僚 ダブルス 田村 融佑 前山 裕助

ベテランⅠ 古里  淳一 津田 善行 ベテランⅠ 菅原 淳二 大平 成一

男子ダブルス 神　匡輝 有賀 俊博 男子ダブルス 武田 正幸 猪俣 正光

ベテラン女子 丸山 恭子 佐藤 晋子 ベテラン女子 伊藤 由理 湯澤 裕美

ダブルス 川口 直美 大友 香織 ダブルス 渡辺 澄子 永塚 清美

ベテランⅡ 粒来    誠 小谷地 雅人 ベテランⅡ 尾形 浩明 塚本 春彦

男子ダブルス 中嶋 正博 太宰    真 男子ダブルス 菊田  力 逸見 彰彦

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス
菅野 慧太朗

工藤 帆稀 ― 五十嵐 唯愛 村上 綸香 6-2 本田 美聡

上田 直人 ― 守屋 一将 今野 良紀 6-2

4-6 3-6

2-6 6-2

1-6 6-2

　

3-6 1-6

0-6 2-6

守屋 一将 ―

対抗都市 　 　 対抗都市 　

５・６位決定戦 ７．８位決定戦

7-5 6-0

6-4 2-6

菅野 慧太朗

工藤 帆稀 ― 伊藤　早希 五十嵐 唯愛 6-1 鎌田 ひかり

上田 直人 ― 今野 良紀

7-6(2) 3-6

6-4 6-4

1-6 6-1

1 2 対抗都市 3

3 仙台市

4

第４７回東北都市対抗テニス大会

1 八戸市

2 気仙沼市 気仙沼市

いわき市

4 いわき市

５～８位決定戦 ５～８位決定戦

対抗都市



３位トーナメント(９～１２位)

秋田市
4-3

石巻市 青森市
4-3 4-1

石巻市
4-3

対戦結果

一般女子 工藤 彩佳 加藤　 萌 一般女子 大竹 千紘 菊池    虹

ダブルス 工藤 有彩 盛 みずな ダブルス 横田 遥菜 小寺 杏菜

一般男子 石井 智也 三浦 直樹 一般男子 上野 七海 田村 直賢

ダブルス 持石 祥平 三浦    陽 ダブルス 廣田 大輝 藤島    航

ベテランⅠ 江畑    亮 菅    倫存 ベテランⅠ 久米本 良洋 藤島    努

男子ダブルス 佐々木政一郎 菖蒲川 学 男子ダブルス 千葉 和弘 川村 博幸

ベテラン女子 中川    心 藤田 文子 ベテラン女子 米倉 智子 重茂 真紀

ダブルス 藤原 久美子 種市 聡子 ダブルス 三上 明子 藤島 亜希

ベテランⅡ 小熊  悟 千葉 健夫 ベテランⅡ 越田 浩史 鈴木 一孝

男子ダブルス 小林    充 木村 智彦 男子ダブルス 芳賀    潔 和合    健

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

一般女子 工藤 彩佳 佐藤 あさ美 一般女子 加藤　 萌 菊池    虹

ダブルス 工藤 有彩 横田 遥菜 ダブルス 盛 みずな 小寺 杏菜

一般男子 金   凉太 上野 七海 一般男子 菅　倫太郎 田村 直賢

ダブルス 持石 祥平 廣田 大輝 ダブルス 三浦    陽 藤島    航

ベテランⅠ 江畑    亮 原田 竜介 ベテランⅠ 菅    倫存 小寺 普一

男子ダブルス 伊藤 和幸 久米本 良洋 男子ダブルス 菖蒲川 学 川村 博幸

ベテラン女子 中川    心 米倉 智子 ベテラン女子 藤田 文子 菊地 瑞恵

ダブルス 藤原 久美子 三上 明子 ダブルス 其田 眞紀子 藤島 亜希

ベテランⅡ 小熊  悟 越田 浩史 ベテランⅡ 千葉 健夫 橋本 　博

男子ダブルス 石井 典明 芳賀    潔 男子ダブルス 木村 智彦 和合    健

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス
藤島    航

工藤 彩佳 1-6 大竹 千紘 石田　惺子 ― 小寺 杏菜

持石 祥平 2-6 上野 七海 菅 倫太郎 ―

6-4 6-2

4-6 6-2

6-1 6-1

　

6-4 6-1

1-6 2-6

上野 七海 0-6

対抗都市 　 　 対抗都市 　

５・６位決定戦 ７．８位決定戦

2-6 4-6

6-3 7-6(5)

藤島    航

工藤 彩佳 1-6 石田　惺子 佐藤 あさ美 6-3 小寺 杏菜

石井 智也 7-6(5) 菅 倫太郎

6-3 6-2

0-2Ret 6-4

3-6 3-6

1 2 対抗都市 3

3 石巻市

4

第４７回東北都市対抗テニス大会

1 秋田市

2 青森市 青森市

矢巾町

4 矢巾町

５～８位決定戦 ５～８位決定戦

対抗都市



４位トーナメント(１３～１６位)

上山市
4-1

上山市 滝沢市
5-0 4-3

十和田
4-3

対戦結果

一般女子 吉田 芽生 大内    葵 一般女子 村山 花奈 遠沢　唯

ダブルス 関 亜矢香 大内    茜 ダブルス 三浦 里奈 大茂　真樹

一般男子 柳田 直人 森 未来也 一般男子 今泉 一樹 遠沢 風太

ダブルス 吉田 拓貴 佐々木 康太 ダブルス 川村 高広  遠沢 竜駄

ベテランⅠ 佐藤 晴彦 市川 直弥 ベテランⅠ 本間 真人 吉田 則之

男子ダブルス 松本    理 阿部 将人 男子ダブルス 中川原 誠 鈴木 克彦

ベテラン女子 菅沼 和子 塚原 永子 ベテラン女子 土田 淳子 鹿島 育子

ダブルス 小野寺 晶子 武田 光子 ダブルス 金    理奈 田中 寛子

ベテランⅡ 菅原 真司 後藤 光勇 ベテランⅡ 福田 和人 山田 民彦

男子ダブルス 羽上 正幸 渡部 隆一 男子ダブルス 小場 和之 母良田 篤夫

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス

一般女子 大内    茜 遠沢　唯 一般女子 関 亜矢香 村山 花奈

ダブルス 齋藤 和伽 佐藤 百花 ダブルス 小野寺 花愛 三浦 里奈

一般男子 森 未来也 遠沢 風太 一般男子 柳田 直人 今泉 一樹

ダブルス 佐々木 康太  遠沢 竜駄 ダブルス 吉田 拓貴 伊藤 紘成

ベテランⅠ 市川 直弥 吉田 則之 ベテランⅠ 佐藤 晴彦 本間 真人

男子ダブルス 阿部 将人 鈴木 克彦 男子ダブルス 松本    理 佐藤 吉宏

ベテラン女子 塚原 永子 鹿島 育子 ベテラン女子 菅沼 和子 土田 淳子

ダブルス 武田 光子 田中 寛子 ダブルス 小野寺 晶子 菅原　陵

ベテランⅡ 後藤 光勇 山田 民彦 ベテランⅡ 菅原 真司 福田 和人

男子ダブルス 渡部 隆一 母良田 篤夫 男子ダブルス 林　誠二 小場 和之

一般女子 一般女子

シングルス シングルス

一般男子 一般男子

シングルス シングルス
川村 高広

齋藤 和伽 ― 佐藤 百花 小野寺 花愛 6-1 水澤 綾香

佐々木 康太 ―  遠沢 竜駄 伊藤 悠馬 6-0

2-6 3-6

5-7 6-3

1-6 6-4

　

1-6 2-6

4-6 3-6

伊藤 紘成 2-6

対抗都市 　 　 対抗都市 　

５・６位決定戦 ７．８位決定戦

4-6 1-6

3-6 7-5

 遠沢 竜駄

小野寺 花愛 ― 齋藤 和伽 水澤 綾香 6-2 佐藤 百花

伊藤 悠馬 ― 佐々木 康太

5-7 4-6

6-2 1-6

2-6 6-2

1 2 対抗都市 3

3 横手市

4

第４７回東北都市対抗テニス大会

1 滝沢市

2 上山市 滝沢市

横手市

4 十和田市

５～８位決定戦 ５～８位決定戦

対抗都市


