
2007年度

◆　期　　日 2007年4月29日(日)・5月3日(木祝)・4日(金祝)・5日(土祝)

◆　会　　場 小山市運動公園・あけぼの公園 栃木市運動公園 井頭運動公園

◆　主　　催 栃木県テニス協会 競技運営委員会 ベテラン委員会

◆　協　　賛

下野新聞社 出張パソコンサポートあっとほーむ

◆　主　　管 県南地区（栃木・小山・佐野・真岡テニス協会）

■　大会会長 増渕 賢一

■　大会副会長 木村 和正

■　参与 市村 茂夫 富田 勧 高橋 一

■　大会委員長 井村 孝一

■　大会副委員長 権守 仁彦 久保田 浩文 青柳 良延

■　大会ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 鈴木 秀男

■　ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 鈴木 紀雄 坂本　光広 穴山　栄人 猪瀬　久男 寺崎　達也

■　運営者 小山晃生 宮田真澄 高橋信二 山中三之 小林恒雄

照沼育男 芹澤則之 茂野節子

■　レフェリー 新井 隆

■　ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ 内藤 千都子

■　審　判　員 金沢弘之 堀越定男 小坂冨吉 吉田信彦 岩本みどり

佐藤千恵子 蔵渕秀子 工藤千寿 小林昭次 小島崇子

籾山和子

《　大　会　役　員　》

TTA
栃木県テニス協会

㈱ダンロップスポーツ    （株）ケイ・エル・エス　  ユニティダイワ（株）

シーデーピージャパン㈱　　関東エコリサイクル（株）　　

栃木県テニス選手権ダブルス

公式ウェブサイトURL：http://www.geocities.jp/tta_tennis/
TTAEメール：tta_tennis＠yahoo.co.jp

結 果 報 告 書



＊多少の雨でも実施しますので、会場へ集合してください。

■　４月２９日（日） ■　会場　小山市運動公園（8面）・小山市あけぼの公園（6面）　砂入り人工芝

【受付時刻】　

●Ｂトーナメント男女　８：４５～９：００　

＊ 雨天その他により、大会実施が不明確な場合も、定刻までに参集してください。

＊ 雨天等で試合が出来ない場合は順延となります。

■　５月３日（木祝） ■　会場　井頭運動公園　砂入り人工芝　(１０面)

【受付時刻】　　８：４５～９：００

＊注意事項は共通です。

■　５月４日（金祝） ■　会場　栃木市（8面）・小山市運動公園（8面）　砂入り人工芝

【受付時刻】　　８：４５～９：００

＊注意事項は共通です。

■　５月５日（土祝）　最終日 ■　会場　井頭公園（10面）　砂入り人工芝

【受付時刻】　●Ａトーナメント　８：４５～９：００

＊ 最終決勝戦終了後に表彰式を行います。選手の方は必ず出席してください。もしも、出席できない場合は賞品を

　渡せませんのでご了承ください。

＊注意事項は共通です。

TTAホームページ    URL :http://www. geocities.jp/tta_tennis/

栃木県テニス協会公式ホームページの情報ブログにご注意ください。

大会案内
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集合時刻

一般男子：Ｂトーナメント（予選）種目

Ｂトーナメント女子全員

小山市あけぼの公園　砂入り人工芝

ベテラン

Ｂトーナメント：決勝　／コンソレ：決勝　　　　　　　

栃木市運動公園　砂入り人工芝

全　員

　　決　勝（残った場合は最終日　５日）

 9：00
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決勝
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最終試合

集合時刻

女子選手全員
（予選通過者とラッキールーザーも同じ）

　 9：00
男子選手全員

（予選通過者とラッキールーザーも同じ）
　 9：00

会場 小山市運動公園　砂入り人工芝

種目

小山市運動公園　砂入り人工芝

 9：00 Ｂトーナメント男子全員
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一般女子：Ｂトーナメント（予選）

種目

最終試合

最終試合

最終試合

集合時刻

 9：00

一般男子：Ａトーナメント（本戦）



1 本大会は原則として、日本テニス協会のテニス規定及び倫理規定を適用し、トーナメント競技規定を準用

します。（一部ローカルルールがあります）

2 プレーヤーは集合時刻までに受付を済ませてください。定刻時間を過ぎた場合は、No Showとなりプレ

ーできません。

3 服装はコードオブコンダクトの「服装および用具」に定められているテニスにふさわしいウエアを着用してください。

Tシャツ着用不可 レフェリーが最終判断します。

本年度より栃木県大会において一般男女も一年を通して長ズボンの着用を認めました。

4 天候その他により、大会の実施が不明確な場合も、定刻までに参集してください。順延や中止の場合は、

その旨をクラブハウスに掲示します。

5 試合方法

●　一般男女Ｂトーナメント：全て８ゲームスプロセットマッチ・セミアドバンテージ方式とします。

　　★　試合：本戦枠決定方法（本戦枠：男子５・女子４）

1 一般男子Ｂトーナメント ５ブロックで実施します。各ブロック優勝者がＡトーナメント（本戦）出場。（５組）

2 一般女子Ｂトーナメント ４ブロックで実施します。各ブロック優勝者がＡトーナメント（本戦）出場。（４組）

●　一般男女Ａトーナメント：８ゲームズプロセットマッチ・セミアドバンテージ方式とします。

　　　準決勝以上は３セットマッチとします。

　　　（セミアドバンテージ方式：1回目はデュース、２回目のデュースの時ノーアドバンテージで行う）　

　　〔ラッキールーザー〕

　　　＊Ａトーナメントにおいては、欠場者が出た場合ラッキールーザーを採用します。

　　　＊男女共、Ｂトーナメント各ブロック準優勝者でランキング上位者を優先し、抽選とします。

　　　＊その他、本大会Ｂトーナメントに出場した選手もラッキールーザー対象となります。

●　ベテランの部：男子３５､４５､５０､５５才　女子４５､５０才----８ゲームズプロセットマッチ・セミアドバンテージ方式とします。

　　　　　　　　　　　 男子４０才　女子４０才　　　　　　　　　　 ----６ゲームマッチ・セミアドバンテージ方式とします。

　　　＊コンソレは全て６ゲームマッチ・セミアドバンテージ方式とします。

　　　＊雨天で日程が変更となった場合は、試合内容を変更する場合があります。

6 試合は原則としてセルフジャッジとします。ロービングアンパイアを設置します。コート内外で巡回しますのでト

ラブル時は早目に呼んでください。また準決勝からはSCU方式を予定しています。

7 使用球は、ダンロップ・フォート・イエローとします。

8 試合はオーダーオブプレー方式で行います。試合前のウォームアップは初戦のみ3分以内とし、その他はサー

ビスのみとします。控えの選手は、前の試合が終了したら速やかにプレーを開始できるようご協力ください。コ

ールされてもコートに現れない場合、No Showとなりプレーできなくなることもありますので、ご注意ください。

9 大会出場選手、及び役員の方には、傷害保険（レクリェーション）が加入されています。ケガをされた方は、大

会本部まで申出てください。

10 表彰について

●　Ａトーナメント（本戦）の表彰式は決勝戦が終了してから行います.。入賞者は必ず出席するようにしてください。

　　立会えない場合は賞品をお渡しできませんので、ご了解ください。　

●　ベスト８以上の方を表彰します。ベスト８は賞品、ベスト４以上は賞状と賞品を授与します。

　　ベスト８の方のみ試合終了後に大会本部へお立ち寄りください。

● BとCトーナメントの優勝選手に表彰状と賞品を授与します。

　＊Bトーナメントの表彰は、Aトーナメントの開会式の時に表彰式を行い授与します。

　＊Ｃトーナメントの表彰は、Ａトーナメント決勝が終了次第一緒に閉会式の時に授与します。

● ベテランの部 参加人員が８名以上の時､ベスト４を表彰します｡

参加人員が７名以下の時､賞状は準優勝まで､賞品は優勝者のみです｡

●　一般及びベテランの部　：コンソレ（初戦敗退者による）も大会当日に実施します。

《注　意　事　項》



選手
番号

氏　　　名 クラブ名 協会名 シード １R ２R ３R QF SF F 2007/5/4.5

佐藤政大 サトウＧＴＣ 宇都宮
黒田貴臣 サトウＧＴＣ 宇都宮 佐藤

黒田 WINNER
佐藤/黒田 福田 62､46､64

沢井研二 サンテニス 宇都宮 83 坂本
中田一豊 サンテニス 宇都宮 沢井/中田

須田俊行 カフェ･オレ 宇都宮 83
市村敬之 カフェ･オレ 宇都宮 佐藤/黒田

附田昌大 ＲＩＺＵ 宇都宮 85
小林寿和 Ｙｕｚｕ　ＴＳ 真岡 附田/小林

丸茂光司 キヤノン 宇都宮 81
杉山易 キヤノン 宇都宮 鈴木/小林

82

小林裕幸 県庁テニスクラブ 宇都宮
鈴木秀男 県庁テニスクラブ 宇都宮 佐藤/黒田

吉村健児 サトウＧＴＣ 宇都宮 84
廣田哲也 サトウＧＴＣ 宇都宮

吉村/廣田

増渕敏之 サンテニス 宇都宮 86
田沼正芳 ローズＴＧ 小山 渡辺/藤沼

渡辺隆典 ＲＩＺＵ 宇都宮 98(1)
藤沼善紀 ＲＩＺＵ 宇都宮 増田/青木

河井晃 ランチボックス 真岡 98(6)
竹澤信隆 くらぶラケット 真岡 増田/青木

増田英倫 サンテニス 宇都宮 80
青木亨 サンテニス 宇都宮 増田/青木

82

宮部正章 サンテニス 宇都宮
落合聡 サンテニス 宇都宮 佐藤
小川誠 BLACK LUCK 栃木 62.63 黒田

川原井広美 タムラテニスカレッジ 佐野

小川/川原井

福田裕之 宇都宮市役所 宇都宮 83
大塚雅永 ＲＡＳＨ 宇都宮 磯貝/岩見

磯貝正樹 富士通那須 大田原 WO
岩見俊男 ＩＴＣ 矢板 杉山/森下

山口芳之 ロイヤルＴＣ 宇都宮 85
山口大喜 ロイヤルＴＣ 宇都宮 吉川/沼尾

吉川典男 ウィンディ 宇都宮 97
沼尾建男 ピーク 宇都宮 杉山/森下

85

杉山彰 サトウＧＴＣ 宇都宮
森下裕貴 サトウＧＴＣ 宇都宮 杉山/森下

穴山栄人 ラフィエスタ 大田原 86
君島章 ラフィエスタ 大田原

穴山/君島

鈴木浩文 ＲＡＳＨ 宇都宮 83
菅野克悦 ＲＡＳＨ 宇都宮 萩原/斉藤

萩原学 サトウＧＴＣ 宇都宮 84
斉藤政人 サトウＧＴＣ 宇都宮 穴山/君島

坂田陽一 フィナリスタ 真岡 83
関亦英士 フィナリスタ 真岡 坂田/関亦

内海義啓 足利みなみ 足利 85 予選通過者

鈴木和彦 ラブ･オール 足利 坂田/関亦 A 増渕/田沼 ｻﾝﾃﾆｽ/ﾛｰｽﾞTG

98(3) B 吉川/沼尾 ｳｨﾝﾃﾞｨ/ﾋﾟｰｸ

C 小野/八本 ｻﾄｳGTC

岩渕光生 ＨＩＴ 宇都宮 D 内海/鈴木 足利みなみ/ﾗﾌﾞ･ｵｰﾙ

鈴木寛伸 ＨＩＴ 宇都宮 E 正田/大沼 G'Max/ﾛｰｽﾞTG

２００７年度　栃木県テニス選手権大会ダブルス 結果

登録番号

◆　一般男子Ａトーナメント　Aブロック　（Men's　Doubles　MAIN　DRAW）　48ドロー　
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選手
番号

氏　　　名 クラブ名 協会名 シード等 １R ２R ３R QF SF F

小竹俊行 ラブ･オール 足利
高沢利之 足利みなみ 足利

小竹/高沢

椿秀敏 キヤノン 宇都宮 85
荒井秀夫 ＨＩＴ 宇都宮 大貫/島野

大貫大輔 県庁テニスクラブ 宇都宮 85
島野剛 県庁テニスクラブ 宇都宮 小竹/高沢

野中一樹 県庁テニスクラブ 宇都宮 84
赤羽根良浩 Ｇ’Ｍａｘ 栃木 野中/赤羽根

小林保文 フィナリスタ 真岡 86
倉田雅也 サトウＧＴＣ 宇都宮 野中/赤羽根

83

青木孝之 セイシェルテニスクラブ 小山
三枝徹 セイシェルテニスクラブ 小山 小竹/高沢

安生克典 ＦＴＳ 宇都宮 80
川添章 サトウＧＴＣ 宇都宮

安生/川添

田仲正之 栃木銀行 宇都宮 86
上野浩美 栃木銀行 宇都宮 細島/吉村

細島巳樹夫 サトウＧＴＣ 宇都宮 83
吉村雄太 サトウＧＴＣ 宇都宮 安生/川添

豊岡純一 ＨＯＮＤＡ　Ｔ．Ｃ 宇都宮 98(10)
大纏仁 ＨＯＮＤＡ　Ｔ．Ｃ 宇都宮 関/為我井

関宏隆 ローズテニスガーデン 小山 86
為我井義和 ドリーム 小山 森本/慶野

84

森本昌泰 県庁テニスクラブ 宇都宮
慶野一敏 県庁テニスクラブ 宇都宮 福田

小野瀬帝生 ＨＩＴ 宇都宮 64,75 坂本
若林克弥 ＨＩＴ 宇都宮

小野瀬/若林

能勢靖治 ランチＢＯＸ 真岡 86
高松義人 ランチＢＯＸ 真岡 能勢/高松

肥後正弓 ＮＡＯ 宇都宮 83
木内義之 ホンダエンジニアリング 宇都宮 手塚/本多

阿部辰紀 ＶＯＸ 宇都宮 86
片見友則 ＶＯＸ 宇都宮 阿部/片見

岩出龍彦 ｃｏｌｅｒ 宇都宮 84
阿部能文 富士重工 宇都宮 手塚/本多

85

手塚弘紀 ＨＩＴ 宇都宮
本多弘之 ＨＩＴ 宇都宮 福田/坂本

君島広樹 サンテニス 宇都宮 84
津浦隆之 フィナリスタ 真岡

君島/津浦

小野祥隆 サトウＧＴＣ 宇都宮 85
八本佑介 サトウＧＴＣ 宇都宮 小野/八本

山口勝 アズリーダ１９９９ 小山 83
宮嶋直哉 セイシェル 小山 福田/坂本

正田友則 Ｇ’ＭＡＸ 栃木 81
大沼克之 ローズＴＧ 小山 正田/大沼

鈴木展明 足利ローン 足利 97
宮澤保志 足利ローン 足利 福田/坂本

82

福田隆一 ＦＴＳ 宇都宮
坂本光広 サトウＧＴＣ 宇都宮

41

34 BYE

33 6

◆　一般男子Ａトーナメント　Bブロック　（Men's　Doubles　MAIN　DRAW）

栃木県テニス選手権大会ダブルス　結果
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選手番
号 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード １R SF F 2007/4/29

◆　一般男子Ｂトーナメント　（Men's　Doubles　QUALIFYING　DRAW）　8ドロー

奥村悦郎 FAIR WIND 栃木
市村純一 Team HOWDY 宇都宮

肥後/木内

肥後正弓 ＮＡＯ 宇都宮 86
木内義之 ホンダエンジニアリング 宇都宮 肥後/木内

伊井秀樹 古河日光 日光 82 WINNER
田中宏明 古河日光 日光 増渕敏之
印南茂 ＣＴＣ 大田原 83 田沼正芳
市川聡 くらぶラケット 真岡 増渕/田沼

増渕敏之 サンテニス 宇都宮 80
田沼正芳 ローズＴＧ 小山 増渕/田沼

81

峰島啓隆 カフェ･オレ 宇都宮
村田敏光 カフェ･オレ 宇都宮

吉川典男 ウィンディ 宇都宮
沼尾建男 ピーク 宇都宮

吉川/沼尾

高橋圭介 Ｙｕｚｕ　ＴＳ 真岡 85
中野尭文 Ｙｕｚｕ　ＴＳ 真岡 高橋/中野

川井利成 ハミングバード 宇都宮 83 WINNER
飯島徳一郎 パワフルＴＣ 真岡 吉川典男
村山啓太 ＭＴＣ 宇都宮 85 沼尾建男
斉藤誠 ＭＴＣ 宇都宮 鈴木/前田

鈴木幸夫 ＣＴＣ 大田原 84
前田智 ＣＴＣ 大田原 附田/小林

84

附田昌大 ＲＩＺＵ 宇都宮
小林寿和 Ｙｕｚｕ　ＴＳ 真岡

小野祥隆 サトウＧＴＣ 宇都宮
八本佑介 サトウＧＴＣ 宇都宮

小野/八本

吉田謙二 千住金属工業 真岡 84
飯塚海斗 足利工業大学 足利 寺林/木村

寺林郁人 石橋ＴＴＣ 宇都宮 WO WINNER
木村嶺 石橋ＴＴＣ 宇都宮 小野祥隆

河野泰行 サンテニス 宇都宮 84 八本佑介
吉田武 サンテニス 宇都宮 岸/牛久
岸卓也 Ｇｏｌｄ　ＵＫ 真岡 97

牛久英樹 Ｇｏｌｄ　ＵＫ 真岡 岸/牛久
山本崇広 宇都宮テニスアカデミー 宇都宮 85
山本栄作 宇都宮テニスアカデミー 宇都宮 山本/山本

大垣波人 ＦＴＳ 宇都宮 85
阿部優貴 ＦＴＳ 宇都宮

高野伸 ナマイＴＳ 宇都宮
武石洋明 ナマイＴＳ 宇都宮

竹内/大塚

竹内康博 セイシェルテニスクラブ 小山 84
大塚昌延 セイシェルテニスクラブ 小山 竹内/大塚

込山憲一 サンテニス 宇都宮 84 WINNER
小林徹哉 サンテニス 宇都宮 内海義啓
内海義啓 足利みなみ 足利 84 鈴木和彦
鈴木和彦 ラブ･オール 足利 内海/鈴木

小嶋裕一 Team Yossy 宇都宮 80
半田守可 Team Yossy 宇都宮 内海/鈴木

石川裕一 Ｇｏｌｄ　ＵＫ 真岡 83
篠原省吾 Ｇｏｌｄ　ＵＫ 真岡 大竹/八木橋

大竹正則 富士重工 宇都宮 83
八木橋智史 富士重工 宇都宮

橋本健司 サトウＧＴＣ 宇都宮
佐藤政雄 サトウＧＴＣ 宇都宮

正田/大沼

正田友則 Ｇ’ＭＡＸ 栃木 86
大沼克之 ローズＴＧ 小山 正田/大沼

青柳卓真 ロイヤルＴＣ 宇都宮 83 WINNER
小川高志 石橋ＴＴＣ 宇都宮 正田友則
石津賢一 石橋ＴＴＣ 宇都宮 86 大沼克之
岩本康平 石橋ＴＴＣ 宇都宮 岩崎/江川

岩崎崇 ＶＯＸ 宇都宮 WO
江川群 ＶＯＸ 宇都宮 岩崎/江川

高島伸隆 セイシェルテニスクラブ 小山 83
相沢光範 セイシェルテニスクラブ 小山 高島/相沢

佐藤彰洋 Team Yossy 宇都宮 97
村上伸夫 Team Yossy 宇都宮
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２００７年度　栃木県テニス選手権大会ダブルス　結果
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選手
番号

氏　　　名 クラブ名 協会名 シード １R ２R QF SF F

内藤千都子 テラＴＣ 大田原
菊池千絵 サトウＧＴＣ 宇都宮 内藤/菊池

滝川君代 宇都宮テニスアカデミー 宇都宮 8-0

堤茂代 宇都宮テニスアカデミー 宇都宮 内藤/菊池

高木茂子 ＲＩＺＵ 宇都宮 8-6

渡辺千鶴 ＲＩＺＵ 宇都宮 高木/渡辺

小林寿子 足利みなみ 足利 8-3

阿部加代子 足利みなみ 足利 内藤/菊池

藤田元 みはらレディース 大田原 8-4

木村千晴 アップル 那須塩原 藤田/木村

渡辺香織 サンテニス 宇都宮 8-1

木村理絵 サトウＧＴＣ 宇都宮 藤田/木村

大島まき子 サンテニス 宇都宮 8-4

大島文子 サンテニス 宇都宮 大島/大島

印牧文子 宇都宮テニスアカデミー 宇都宮 9-8（7-4)

吉岡麻子 大田原レオ 大田原 内藤/菊池

本間富士子 小山マスターズ 小山 62.64
佐藤ふじ子 サトウＧＴＣ 宇都宮 本間/佐藤

篠崎優子 真岡ＳＴＣ 真岡 8-3

新井里美 ＦＴＳ 宇都宮 深井/松谷

深井靖子 サトウＧＴＣ 宇都宮 9-8（7-4)

松谷恵美子 サトウＧＴＣ 宇都宮 深井/松谷

藤瀬真理 みはらレディース 大田原 8-6

小倉治美 ジョイナス 大田原 山嵜/道津

松沼文子 ローズテニスガーデン 小山 8-2

黒川玲子 ローズテニスガーデン 小山 大塚/宮川

大塚綾子 ＲＩＺＵ 宇都宮 8-4

宮川宣子 つばめがえし 小山 山嵜/道津

中山晴美 たかはら 矢板 8-2

郡司久美子 ラフィエスタ 大田原 山嵜/道津

山嵜朝子 ＦＴＳ 宇都宮 8-1 WINNER
道津澄子 ＦＴＳ 宇都宮 内藤

田村亜希子 ＲＩＺＵ 宇都宮 62､61 菊池
菅野喜久江 ＲＩＺＵ 宇都宮 田村/菅野

酒井伸子 サンテニス 宇都宮 8-4

磯貝美恵子 サトウＧＴＣ 宇都宮 田村/菅野

青木香乃 ＭＴＣ 宇都宮 9-8（7-2)

杉本則子 ＭＴＣ 宇都宮 青木/杉本

小俣美和子 FAIR WIND 宇都宮 8-5

阿久津裕子 FAIR WIND 宇都宮 佐藤/落合

新井紀子 つばめがえし 小山 9-7

斉藤英里子 サトウＧＴＣ 宇都宮 天野/鹿野

天野明美 真岡ＳＴＣ 真岡 8-3

鹿野豊子 サンライズ 小山 佐藤/落合

真島幸子 ケロチャンズ 宇都宮 8-5

佐藤裕美子 サトウＧＴＣ 宇都宮 佐藤/落合

佐藤美枝子 フォールート 佐野 8-1

落合真由美 ＴＭＴＣ 鹿沼 岩渕/福田

岩渕総子 ＨＩＴ 宇都宮 76(5)､61
福田なつみ ＨＩＴ 宇都宮 岩渕/福田

藤江敦子 KDDI HTC 1801 小山 8-4

関口和代 サンテニス 宇都宮 岩渕/福田

大島文子 小山マスターズ 小山 8-6

生井美智子 サンテニス 宇都宮 藤掛/白石

藤掛美津江 真岡ＳＴＣ 真岡 8-5

白石順子 宇都宮テニスアカデミー 宇都宮 岩渕/福田

大島るみ子 ラフィエスタ 大田原 8-4

金敷美由紀 ＢＥＳＴ 栃木 大島/金敷

大島命子 フォールート 佐野 8-2 予選通過者
大谷三枝 Ｓｗｉｎｇ 大田原 大島/金敷 A　青木/杉本
沖田恵子 ＲＩＺＵ 宇都宮 9-7 B　篠崎/新井
増田紀子 足利ローン 足利 日向野/松本 C　中山/郡司

日賀野和江 大田原レオ 大田原 8-0 D　大島/大谷
松本恭子 ＣＰ 佐野

8

２００７年度　栃木県テニス選手権大会ダブルス 結果

登録番号

◆　一般女子Ａトーナメント　（Women's　Ｓｉｎｇles　MAIN　DRAW）　32ドロー
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選手番

号 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード １R 2R SF F 2007/4/29

沢田照子 テラＴＣ 矢板
鈴木英 ＭＴＣ 宇都宮

高梨暁子 ＲＩＺＵ 宇都宮 沢田/鈴木

小島しの Ｍ’ｓ 宇都宮 高島/神戸 86
高島伸枝 ＫＴＣ 小山 84
神戸美紀 ＫＴＣ 小山 青木/杉本

青木香乃 ＭＴＣ 宇都宮 86
杉本則子 ＭＴＣ 宇都宮 青木/杉本

酒主貴子 Ｍ’ｓ 宇都宮 80 WINNER
関口志乃 Ｍ’ｓ 宇都宮 青木香乃
工藤千寿 富士通テニスクラブ 小山 83 杉本則子
後藤久恵 ＫＴＣ 小山 工藤/後藤

遠峰佳世子 真岡ＳＴＣ 真岡 86
兵藤多賀子 ローズＴＧ 小山 八筬/吉田

岸美帆 ＲＩＺＵ 宇都宮 82
野中綾乃 ＲＩＺＵ 宇都宮 八筬/吉田

八筬ミツ子 ローズテニスガーデン 小山 80
吉田玲子 Ｕ－遊クラブ 宇都宮

黒澤むつみ サンテニス 宇都宮
丸山美恵子 ＳＴPＡ 鹿沼
大橋秀子 みかも山ＧＴＣ 佐野 黒澤/丸山

市川敦子 みかも山ＧＴＣ 佐野 大橋/市川 86
佐々木真由美 Ｍ’ｓ 宇都宮 83

篠崎知美 Ｍ’ｓ 宇都宮 黒澤/丸山

高橋純子 ＴＤＩ 大田原 85
森郁恵 ＴＤＩ 大田原 渡辺/斉藤

渡辺晴美 ＴＣプラネット 宇都宮 82 WINNER
斉藤さゆり Ｔ．Ｃ．Ａ 宇都宮 篠崎優子
遠藤厚子 ローズテニスガーデン 小山 86 新井里美
田中和江 ローズテニスガーデン 小山 遠藤/田中

竹村由美子 ハミングバード 宇都宮 86
三浦雅子 ハミングバード 宇都宮 篠崎/新井

小辻麻紀子 アズリーダ 小山 81
後藤景子 つばめがえし 小山 篠崎/新井

篠崎優子 真岡ＳＴＣ 真岡 84
新井里美 ＦＴＳ 宇都宮

榎綾子 Ｕ－遊クラブ 宇都宮
瀬野玉江 小山グリーン 小山 榎/瀬野
辻紀代子 ローズテニスガーデン 小山 81
小倉昌子 みかも山ＧＴＣ 佐野 中山/郡司

中山晴美 たかはら 矢板 85
郡司久美子 ラフィエスタ 大田原 中山/郡司

野澤よし子 ｗｉｎｇ 小山 85 WINNER
清水順子 ｗｉｎｇ 小山 中山晴美

野澤美江子 ａｍoｇｏＴ．Ｃ 大田原 86 郡司久美子
郡司泉 ａｍoｇｏＴ．Ｃ 大田原 斗光/大熊

斗光操子 チーム２００１ 小山 83
大熊美子 チーム２００１ 小山 斗光/大熊

高倉幸恵 スプラッシュ 小山 80
泉弘美 スプラッシュ 小山 鈴木/小嶋

鈴木満里子 サトウＧＴＣ 宇都宮 81
小嶋栄美 Ｔeam Yossy 宇都宮

重松千恵子 足利グリーン 足利
蔵渕秀子 サトウＧＴＣ 宇都宮 重松/蔵渕

江崎慶子 ラフィエスタ 大田原 98(6)
小野典子 ラフィエスタ 大田原 田澤/斎川

田澤照子 みかも山ＧＴＣ 佐野 85
斎川久子 みかも山ＧＴＣ 佐野 田澤/斎川

市川泰世 県庁テニスクラブ 宇都宮 85 WINNER
田中明子 県庁テニスクラブ 宇都宮 大島命子
大島命子 フォールート 佐野 83 大谷三枝
大谷三枝 Ｓｗｉｎｇ 大田原 大島/大谷

鈴木直子 Team Yossy 宇都宮 82
坂本陽子 Team Yossy 宇都宮 大島/大谷

飯野昭子 リバティー 宇都宮 83
高橋優子 Ｍ’ｓ 宇都宮 斉藤/高久

斉藤敦子 ａｍoｇｏＴ．Ｃ 大田原 81
高久祥子 ＣＴＣ 大田原
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２００７年度　栃木県テニス選手権大会ダブルス　結果
登録番号

◆　一般女子Ｂトーナメント　（Women's　Doubles　QUALIFYING　DRAW）　8ドロー 34組
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作成　TTA競技運営委員会

種目

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

佐藤政大 サトウＧＴＣ 福田隆一 ＦＴＳ 杉山彰 サトウＧＴＣ 小竹俊行 ラブ･オール

黒田貴臣 サトウＧＴＣ 坂本光広 サトウＧＴＣ 森下裕貴 サトウＧＴＣ 高沢利之 足利みなみ

内藤千都子 テラＴＣ 岩渕総子 ＨＩＴ 山嵜朝子 ＦＴＳ 佐藤美枝子 フォールート

菊池千絵 サトウＧＴＣ 福田なつみ ＨＩＴ 道津澄子 ＦＴＳ 落合真由美 ＴＭＴＣ

一般男子ベスト４ 一般女子ベスト４

３位

●一般の部　 ◆期日　平成１９年４月２９日(日）・５月４日(金祝）・５日（土祝）

◆会場　小山市運動公園・小山あけぼの公園・栃木市運動公園・井頭公園

　　　　２００7年度　栃木県テニス選手権　ダブルス　結果写真　　　　　　

優勝

一般女子

一般男子

準優勝

一般男女ベスト４入賞者



一般男子優勝　佐藤・黒田　選手 一般女子優勝　内藤・菊池　選手

一般男子ＢＴ優勝者 一般女子ＢＴ優勝者　

女子ＢＴ試合風景（栃木市）　① 女子ＢＴ試合風景（栃木市）　②



一般女子決勝（井頭公園） 運営・審判（栃木市）


