
１．主催    栃木県テニス協会　競技運営委員会

2. 協賛　　スポーツデポ

３．会場   栃木県総合運動公園

４．期日

    2018年2月18日(日)　　　　　予備日　2月24日（土）

５．出場資格

　◆2017年10月31日現在の栃木県テニス協会登録者（他県で登録している選手は認めていません）

  ◆各地区協会での優勝クラブ、または各地区協会での推薦クラブ

  ◆各地区予選のメンバーから２名までの選手変更可（原則、地区予選時のメンバーでの登録をお願いします）

  ◆2017年度クラブ対抗予選会参加クラブ
６．チーム編成 　（同一クラブでの編成であること）

  ◆男子：登録選手7名以内　

  ◆女子：登録選手7名以内　

７．選手変更

大会当日受付時に、2名までの変更を可能とします。

８．試合方法

  ◆男女共２ダブルス，１シングルスの対抗戦(３ポイント)

  ◆男女共に単複の重複出場は不可。

  ◆試合順序は全てＳ，Ｄ２，Ｄ１

      <予選リ－グ>

     ・１２チ－ムをＡ～Ｄの４ﾌﾞﾛｯｸに分け，各ﾌﾞﾛｯｸ(３ﾁｰﾑ)でﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝを行なう。

(県北・県央・県南地区が均一になるように抽選を行う）

チームの勝敗が決まっても3ポイント目の試合を行う（ブロック順位決定のため）

　  <本戦トーナメント>

     ・各ブロックの１位・２位／３位で本戦トーナメントを行う。

　　 ・チームの勝敗が決まった場合、3ポイント目の試合は行いません。

※参加チーム数により、予選及び本戦のゲーム数等の変更がある場合があります。

 ９．使用球

     ・ダンロップフォート

１０．参加料

  ◆男子：15，000円/チーム（参加申し込み時振り込み）

  ◆女子：15，000円/チーム（参加申し込み時振り込み）

※予選会からの出場も、１5000円/1チーム になります。

１１．申込方法

  締切：2018年2月4日（日）必着  ※予選会からの参加希望チームも、この期日でお申し込みください

●

●

１２．出場チーム枠

  ◆各地区協会代表１チーム（男女共、全１２チーム）

  ◆辞退チームが出た場合は、予選会からの補欠チームが出場できます。

　　男女共、12チームの出場がなかった場合は、予選会３位以下の上位チームより出場できます。

※予選会からの出場チームは、原則予選会のメンバーでの出場のみ申し込み可能となります。

１３．ドロー組み合わせ

  ◆ドロー会議　２月１０日（土）　
１４．３県対抗テニス交流試合（千葉県、埼玉県、栃木県）
  ◆優勝チームは、３県代表との交流戦に推薦します。参加費用につきましてはＴＴＡより補助します。

３月１７日（土）　千葉県（柏市）

足利銀行宝積寺支店 普通

雨天等で順延となった場合は、試合方法を変更する場合もあります。
共通事項

予選リーグ
本戦トーナメント

第10回　スポーツデポ　クラブカップ
２０１７年度

メール

ＦＡＸ 028-688-0306
moushikomi_tta@yahoo.co.jp

  栃木県テニス協会　事務局

6ゲームマッチ（6-6タイブレーク）
6ゲームマッチ（6-6タイブレーク）

全試合セミアドバンテージ方式を採用します。

栃木銀行大田原西支店 普通 4121421

栃木県クラブ対抗テニス大会
大会案内

名義人 ＴＴＡ競技運営委員会
3018007

振込先



栃木県クラブ対抗　予選会　メンバー表

男子の部
チーム名 地区 監督 選手１ 2 3 4 5 6 7

1 ウィンディ 宇都宮 吉川 小林 篠崎 鈴木 吉田 萩原 高橋 吉川

2 VECTOR 宇都宮 髙野 金子 西﨑 齋藤 鈴木 髙野 小宮 神山

3 break 宇都宮 小峯 阿部 奥貫 小峯 附田 関口

4 CTC 大田原 梅津 梅津 多部田 上澤 小森谷 宮 浦野 豊田

5 キマグー 小山 海老沼 谷崎 米山 渋谷 海老沼 篠原 大高 三條目

6 ラヴ・オール 足利 鈴木 藤倉 去田 近藤 小竹 橋本 鈴木 齋藤

7 FTS 宇都宮 福田 福田 安生 小川 坂本 神山 駒場 森本

8 Ｎｅｘｔ． 宇都宮 角田 角田 友田 竹澤 星野 西山 渡辺 日向野

9 ＳＢＴＣ 宇都宮 戸松 戸松 関野 仙波 田中 岡本 朝倉 溝畑

10 HONDA T.C 宇都宮 両角 両角 西村 田村 上村 金井

11 足利ローンB 足利 柳 柳 真尾 金子 田村 奥山 松村

12 足利ローンC 足利 久保田 久保田 田部井 植竹 大久保 小林

13 HIT 宇都宮 岩渕 小野瀬 若林 鈴木 福田 行徳 藤澤 岩渕

14 Double Nine　A 宇都宮 石戸谷 石戸谷 高村 坂田 糸山 根本 山口 益田

15 Double Nine　B 宇都宮 神山 神山 福岡 篠江 吉岡 坂寄 山本 天野

16 カフェ・オレA 宇都宮 大内 大内 阿部 須田 木滑 中島 吉澤 服部

17 カフェ・オレＢ 宇都宮 舟橋 舟橋 市村 織田 永井 齋藤 吉原 武村

18 サルトビ 宇都宮 山下 山下 山戸 志賀 高松 長島 伊沢

19 ビッグツリー 宇都宮 歌川 歌川 相馬 高山 土屋 高村

20 ビッグツリー　B 宇都宮 森田 平林 森田 水野 佐藤 山根

21 Bloom 宇都宮 関口 関口 原 平野 大塚 沢田石 村松 松井

22 NAO 宇都宮 石塚 石塚 益子 小泉 落合 石田 小野崎 畔柳

23 後藤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ親園 大田原 太田 太田 船越 七海 八木澤 大森

24 ダブルベーグル 小山 藤澤 藤澤 前田 古森 村上 金子 石島 青木

25 クロスポイント 佐野 三橋 青木 佐藤慎 佐藤誠 松原 三橋
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9 カフェ・オレＢ 宇都宮

ＢＹＥ

宇都宮ＦＴＳ

7 Double Nine B 宇都宮

8

ＢＹＥ

足利

4

Double Nine A 宇都宮
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3 Next. 宇都宮

6 ウィンディ 宇都宮

2

ＢＹＥ

ラヴ・オール

男　子

1 ビッグツリー 宇都宮

HIT 宇都宮

サルトビ 宇都宮

後藤テニスクラブ親園 大田原

ダブルベーグル
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※抽選後に対戦相手が埋まらなかったチームがあった場合は、同条件のチームと対戦する。

※全対象チーム数が奇数になった場合は、そのチームの１回戦は勝者扱いとし、

　　前後のブロックの勝者チームとエキジビジョンを実施する。

ＢＹＥ

16 ウィンディ 宇都宮
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ＢＹＥ

ＢＹＥ

14 ダブルベーグル 小山

13 VECTOR 宇都宮

ＢＹＥ

ＢＹＥ

12 クロスポイント 佐野

11 ビッグツリーＢ 宇都宮
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男　子　コンソレーション

1
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4 キマグー 小山

5 Next. 宇都宮

ＢＹＥ

7 ＮＡＯ 宇都宮

6 足利ローンＣ 足利

ＢＹＥ

8 サルトビ 宇都宮

ＢＹＥ

ＢＹＥ
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10 Bloom 宇都宮

9 足利ローンＢ 足利



クラブ対抗予選会最終順位

男子 １位 HIT 宇都宮

２位 Double Nine B 宇都宮

３位 後藤テニスクラブ親園 大田原

４位 ビッグツリー 宇都宮

５位 カフェ・オレＡ 宇都宮

６位 ＳＢＴＣ 宇都宮

７位 break 宇都宮

８位 ＦＴＳ 宇都宮

９位 カフェ・オレＢ 宇都宮

１０位 ラヴ・オール 足利

１１位 Double Nine A 宇都宮

１２位 HONDA T.C 宇都宮

１３位 足利ローンＢ 足利

１４位 CTC 大田原

１５位 サルトビ 宇都宮

１６位 ビッグツリーＢ 宇都宮

１７位 ダブルベーグル 小山

１８位 足利ローンＣ 足利

１９位 ウィンディ 宇都宮

２０位 VECTOR 宇都宮

２１位 クロスポイント 佐野

２２位 キマグー 小山

２３位 ＮＡＯ 宇都宮

２４位 Next. 宇都宮

２５位 Bloom 宇都宮


