
　　　１０．０４．０９　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.５９)　

1､　ＴＴＡの動き
 1､1　第5回一貫指導推進会議　(平成22年3月21日(日)　18時より 会  場：宇都宮テニスクラブ)　　青柳副理事長記
　(1)出席者：落合(体協)、阿久津、佐藤、川村、吉羽、後藤、中澤、青柳　計8名　(井村)帯状疱疹のため欠席
　(2)議 題　　　　　1)一貫指導推進事業最終報告　　2)2009年一貫指導事業決算報告(見込み報告)
　　3) 一貫指導マニュアルの完成報告と配布について。進行状況の説明

  　　 ・ ジュニア関係者説明会3回。県理事会1回終了。(何れもスクリーンで説明)

　　　　・ 配布はCDと1枚に6ページを印刷した印刷物。配布済み枚数56枚。(CD内容はマニュアルのPDF版、PPT原稿、体力測定会詳細マニュアルPDF)

    4)とちぎオープンジュニア関係

　     ①ジュニア委員会への大会移管について・・・協会として実施するべきとの意見もあり再度調整。

       ②「毎トー」と「とちぎオープンジュニア(以下TOP)」のバッティングについて・毎トー」の最終日を予備日に。「TOP」は、その日を初日とし

          予選のみ開催することで毎トーと調整すみ。

　     ③ダンロップ小澤課長が来場TOPの大会ボールをフォートにして欲しい。

　          【結論】TTAの方向性としてはスリ久ソンになる。その場合セットチェンジにしないと消耗が激しすぎてダメ。さらに本戦8種目で、

                      各セットでボールチェンジをすると248缶増。金額では13～14万円増。結果的には費用増になるので現状のままとする。

   5)一貫指導マニュアル作成からグロウアップ事業への移転に伴う事項。

  ・体協落合氏→一貫指導は今後グロウアップ事業にかわる。これは、作成した一貫指導マニュアルにもとづいて実施することなので

是非良い結果がでるよう進めていただきたい。予算的には厳しく総額で２千万減額になっているので補助金が減額になると思う

 が理解して頂きたい。

　     ・メイン推進担当者の選任について・・・・ ジュニア関係者で検討する。

  ・阿久津委員長→一貫関係の最終纏めを総務経理委員会に依頼することになった。

    6)2010年度一貫指導推進委員会の運営と事業案について---体協からの補助金が正式に確定した時点で再度作成して意見を伺う

    7)その他　　　･減少する大会参加者数についての検討・・・ジュニア委員会が開いているビギナーズ大会のようなものを数多く実施

　　　　　　　　　　　　　　　　してはどうか?　マナーキッズの開催や民間テニスクラブの無料教室の協力を。

　　　　　　　　　　・中体連加盟の問題・・・・JTAの中体連加盟運動と共に地元での地道な普及活動が重要。

　1､2　平成22年3月27日（土） ルール講習会およびＣ級審判員認定会開催　(県Gテニスコートクラブハウス２階会議室)

　　1)日ごろより審判活動にご協力いただきありがとうございます。お陰さまで、選手の安全確保、全力を出しきれるコンディション作り、

　　　対戦マナーの向上に大きな変化が感じられるようになりました。更に、より多くの選手、指導者、ジュニア保護者の皆様にルール

　　　への関心を高めて頂ければ幸いです---(新井)審判委員長談

   　　2)2011年11/4(金)～10(木)　｢スポレク　”エコとちぎ"　　　２０１１全国大会｣の栃木県開催｢とびっきり栃木で　いい汗　いい出会い｣

　　　また､2011/5には､関東オープン(ベテランの部の一部)が､普及の一環で､栃木県で開催されます｡多くの方の審判資格の取得と

　　　共に､ＲＵ等のご協力をお願いします｡

　1､3　笹川スポーツ財団の助成

　　1)｢第2回　ジュニアと保護者のルールとマナーの講習会｣　　申請額　９５０，０００円　　認可事業番号　５１４１　　

　　　　助成決定金額　　７００，０００円　　　　　補助率　８０%以内(対象経費　１，３２６，５００円の)

　　2)１０年度は7回実施予定｡内容は､(ａ)ジュニアと保護者のルールとマナー講習会　　(b)実技ﾌﾟﾚｰの中で､実地指導とﾙｰﾙ･ﾏﾅｰ指導　

2､ＫＴＡ(関東テニス協会)の動き　　3/25（木)14:00～16:00　KTA常務理事会　出席22名
　1)関東オープン　一般　4/23(金)17時締切　4/28(水)13:30～選考委員会　予選5/18(火)～21(金)　本戦5/24(月)～30(日)
　　　　　　　　　　ﾍﾞﾃﾗﾝ　 4/22(木)17時締切　5/7(水)10:00～選考委員会　本戦5/24(月)～6/7(月)
　2)０９年度事業報告･収支状況　及び１０年度事業計画･収支予算　　3)JTA功労賞推薦(8名)
　4)公益法人制度改革とJTA　5)クラブJTAの加入促進　5)4/28(水)13:30～関東ｵｰﾌﾟﾝ選考委員会　15:30～常務理事会
　6)5/19(水)14:00～　理事会　　15:30～　総会 以上

4月18日(日)　15:00～16:50　2009年度総会  17:00～17:20　ランキング表彰式   17:30～19:00　懇親会(立食パーティ) 　ご出席
を！！

2011年11/4(金)～10(木)
　｢スポレク　”エコとちぎ"

　　２０１１全国大会｣の栃木県開催
｢とびっきり栃木で　いい汗　いい出会い｣

NO 月日(曜) 　　　　　　行　　事　　名 場所 　参　加　人　員 　　　時　間　割 留　　　意　　　点

ジュニア 保護者 計 　時間 内容

① 5/16(日)　 栃木県中学生ﾃﾆｽ選手権大会 屋板運動場 40 40 80 9:00～10:00　　　 (ａ) 1)09年度実施

10:00～17:00　　　 (b) 2)SSF用とTTA用の領収書の徹底

　②　 6/12(土) 小山市ジュニアテニス教室　 小山市 50 50 100 8:00～9:00　　　　(ａ) 1)小山市(小林)理事長意見

(新規実施) 　8:00～12:00 あけぼの公園 9:00～12:00　　　 (b) 　①冬を除き、いつも１００人程度の参加人数です。あけぼの公園で、

　　　８時－１０時（６面）、１０時ー１２時（３面）の２時間。春、秋の教室

　　　の最終日にでも予定すればいいかと思います。

③ 11/6(土)　 小山市ジュニアテニス教室　 小山市 50 50 100 8:00～9:00　　　　(ａ) １．春の教室（８回）  ：４月中旬から６月中旬までの毎週土曜日午前中 

(新規実施) 　8:00～12:00 あけぼの公園 9:00～12:00　　　 (b) ２．秋の教室（８回）  ：９月初旬から１１月初旬までの毎週土曜日午前中

３．夏休み（５回）     ：７月末から８月末まで、月、水、土に分けて実施

４．冬の教室（４回）   ：１月中旬から２月末まで、毎週土曜日

2)SSF用とTTA用の領収書の徹底

④ 8/6(金)　　栃木県小学生ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞﾃﾆｽ大会栃木県総合 50 50 100 9:00～10:00　　　 (ａ) 1)09年度実施

　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 10:00～17:00　　　 (b) 2)SSF用とTTA用の領収書の徹底

⑤ 9/23(木) ＴＴＡテニスフェスタ２０１０＆ 屋板運動場 40 40 80 9:00～10:00　　　 (ａ) 1)　(ａ)共通で全員集合で実施､終了後に3Gに分かれて実技

(新規実施) 　宇都宮秋のテニス祭り(JTAテニスの日) 10:00～17:00　　　 (b) 2)SSF用とTTA用の領収書の徹底

⑥ 10/10(日)　大田原ﾃﾆｽﾌｪｽﾀ ･大田原美原 40 40 80 9:00～10:00　　　 (ａ) 1)09年度実施(行事内容見直し)

(新規実施)   <予備日10/１６（土）> 　ﾃﾆｽｺｰﾄ 10:00～17:00　　　 (b) 2)SSF用とTTA用の領収書の徹底

･県北体育館

⑦ 10/11(月) 足利市民ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 足利市総合 60 60 120 9:00～10:00　　　 (ａ) 1)09年度実施(行事内容見直し)

(新規実施)   (硬式ﾃﾆｽｸﾘﾆｯｸ) 　運動公園 10:00～17:00　　　 (b) 2)SSF用とTTA用の領収書の徹底



　　　　　　　　　　　　　１０．０５．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　　　　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.６０)　

1､　ＴＴＡの動き
 1､1　4月18日(日)　2009年度総会(15:00～16:40)　　表彰式　16:50～17:00　懇親会　17:00～18:40

　(1)議題　(2/14(日)第2回理事会　4/11(日)第3回委員長会議(監査))

　　①2009年度実績と反省及び2010年度事業方針　（井村理事長）　TTAのHPに詳細掲載

　　②2009年度事業報告及び決算報告（各委員会委員長）

　　③2009年度会計監査報告（大田原協会，鹿沼協会）

 　　④2010年度組織体制改正(案)（井村理事長）　　・委員会の強化、委員長の補佐のため副委員長を増員または変更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・鹿沼協会、那須塩原協会の理事が変更

　　⑤2010年度事業計画及び予算(案)（各委員会委員長）

　　⑥その他

　　　1)審判委員会　･普及活動のため､2011年度地区協会の大会でジュニア大会があれば教えて下さい。

　　　　　　　　　　　　　･2010年ルール改正があり、筋ケイレン時におけるＭＴＯの取り方が変わった。詳細資料を配布。

　　　2)競技運営委員会　･2011年度からの県大会のイメージは「全日本」と同じ大会方法で検討してまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｃ予選は各地区協会からの代表者で実施し本戦入り。地区協会との連携の取れる大会実施で検討します。

　　　　　　　　　　　　　　　 ･JOP大会が開催されます。県内選手の参加をお待ちしています。（全日本県予選と賞金大会とちぎ宇都宮オープン）

   　 3)質疑応答

　・小山協会　繰越金が400万円を超えても、地区協会分担金は継続するのか。→ＴＴＡとしては600万円位の繰越金を確保したい。

　　　　　　　これが安定してきたら分担金について考えていきたい。

　　　・宇都宮協会　クラブ対抗戦について、出場クラブ募集について→各地区協会の委員の方と協議してよりよい　　　　　

　1､2　４／２６(月)14:00～16:00　県体協｢H22年度　競技団体理事長･強化部長･事務担当者会議｣　総合教育ｾﾝﾀｰ408研修室

　　(1)開会にあたり､県体協　安納守一理事長と､県教育委員会事務局ｽﾎﾟｰﾂ振興課　橋本健一課長の挨拶｡

　　　(橋本)課長は､前県体協にも居られ､｢一貫指導｣等に県テニス協会としても大変お世話になった｡この4月から課長就任｡挨拶でのポイントは

　　　　1)冬季五輪の活躍､東京招致の敗北残念(8才の時東京五輪)､ﾊﾞｽｹｯﾄの栃木優勝の活躍

　　　　2)卓球や弓道の活躍と共に､活力にしてた種目も一層の頑張りを！！

　　　　3)栃木未来開拓プログラムの実践を！！

　　(2)会議①

　　　　1)H22年度強化指定選手　認定証授与　１５競技　２８名

　　　　2)｢H22年度競技力向上対策事業　ＴＯＣＨＩＧＩ｣　全５６ﾍﾟｰｼﾞのポイント説明｡県民スポーツ大会について

　　(3)会議②

　　　　1)選手育成強化費配分(テニス)　　単位K¥
大会対策
強化費

　強化費

一貫指導
ｸﾞﾛｳｱｯﾌﾟ

一貫指導
ｼｽﾃﾑ

ｼﾞｭﾆｱ育
成強化

ﾄｯﾌﾟ指導
者招聘

重点種別
強化

基本強化 競技別
重点･指定
運動部

　　合計

H22年度 450 300 300 300 470 400 500 2,720
H21年度 400 400 300 520 400 600 2,620
　増差 450 -400 -100 0 300 -50 0 -100 100

　　注　1)県全体では､j厳しい予算の中､前年比　－２０，０００K¥
　　　　 2)テニスは､３年間の一貫指導ｼｽﾃﾑ(ﾏﾆｭｱﾙの作成)を終え､一貫指導ｸﾞﾛｳｱｯﾌﾟ事業にて実践に活用する
  　(4)留意点　　①5/21(金)競技団体事務担当者会議(必ず出席し､期限と事務の流れ)

　　　　　②5/31(月)14:30～16:30　国体監督･コーチ研修会
　　　　　③11/9(火913:30～17:00　一貫指導研修会

　1､3　スポレク関係

　　1)4/26(月)10:00～11:00　第２３回スポレク富山実施要領　　　①6/5(土)小山運動公園(8面)で県予選実施

　　　　②ｽﾎﾟﾚｸ富山---10/17(日)～１８(月)富山市｡費用は､県で交通費の1/2補助(約15K¥)､ﾕﾆﾌｫｰﾑも1/2助成(約6K¥)

　　2)｢2011スポレクエコとちぎ｣に向けて---４／２８(水)13:30～　スポレク県総会　　3)４／３０(金)14:00～　スポレク市総会

    3)第１４回日韓スポーツ交流事業･成人交歓交流(派遣)　4/22(木)～28(水)　河井晃(総監督兼男子監督)･藤瀬真理(女子監督)以下

　　　選手男女各６名で計１４名の選手団｡河井総監督談｢団員全員が素晴らしい思い出を作ることが出来、最後の空港では、韓国にて

　　　お世話になった通訳さん達とのお別れの場で、涙が自然と流れてきたほどでした。栃木県での受け入れ時には今回受けたもてなしに

　　　見劣りしない対応をお願いしたいと思っています。その為に、今回参加させていただいたメンバーも出来る限りの協力をさせていた

　　　だきたいと思っていますので宜しくお願い致します。｣

2､ＫＴＡ(関東テニス協会)の動き　　4/28（水)13:00～関東オープン(一般)ドロー会議､終了後常務理事会　(鈴木)出席
　1)関東オープン　一般　4/23(金)17時締切　4/28(水)13:30～選考委員会　予選5/18(火)～21(金)　本戦5/24(月)～30(日)
　　　　　　　　　　ﾍﾞﾃﾗﾝ　 4/22(木)17時締切　5/7(水)10:00～選考委員会　本戦5/24(月)～6/7(月)
　2)5/19(水)15:30～　常務理事会　　16:30～　総会

3､JTAの新公益法人化の流れ
　1)5/8(土)説明会兼協議会資料---地域･都府県協会との関係の在り方について 以上

高等学校強化奨励費　　プロジェクトVロード事業

　　2011年11/4(金)～10(木)
　　　｢スポレク　”エコとちぎ"
　　　　２０１１全国大会｣の栃木県開催

　　｢とびっきり栃木で　いい汗　いい
　　出会い｣



　　　　　　　　１０．０６．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　　　　　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.６１)

1､　ＴＴＡの動き
 1､1　5/9(日)～県春季実業団

　(1)2010度 第22回栃木県実業団対抗春季テニスリーグ兼関東実業団対抗テニスリーグ兼 ビジネスパルテニス関東大会　県予選大会

 　■期日：2010年5月9日(日)，16日(日)，23日(日)，30日(日)

 　■会場：栃木県総合運動公園テニスコート，宇都宮市屋板庭球場

　(2)開会に当り(井村)挨拶

　　1)江連委員長以下委員の皆さんのお陰で､H21年度終了し､H22の最初の大会で､大いに力発揮を！！

　　2)ワンコイン制度---H22年度から｢県大会及び上位大会に繋がる大会は全て対象｡今後市町村大会に波及させない｡

　　　　実業団は､春季のみ対象(500円/ﾁｰﾑ)､他は普及･育成大会で対象としない｡今後ともJTAﾜﾝｺｲﾝにご協力を！！

　　3)理事長就任以来､毎月ＴＴＡレポートをHPに掲載し､６０回となる｡情報共有と､JTA･KTA等テニス界の動きを掲載｡参考に一読を！！

　1､2　5/22(土)13:00～　第３９回関東ろう者体育大会(全１０種目)　テニスの要項及びドロー会議

　　(1)２０１０年参加人数と試合方法

　　　　　　シングルス（人) 　　ダブルス(組）
男子 女子 男子 女子

群馬 3 2 2 　　※　予選リーグ戦の各組２位以上　決勝ローナメント進出

神奈川 4 2 2 1 　　※　6/26(土)Ｓ､6/27(日)D　栃木市運動公園

東京 8 6 4 3 　　※　審判はＲＵが基本｡各種目決勝と３位決定戦はSCU(各ｺｰﾄ2名)

埼玉 2 1 　　　　　　手話にて実施｡

千葉 4 6 2 3

合計 21 16 11 7
　予選ﾘｰｸﾞ A～F　6組 A～D　4組A～C　3組 A･B　2組

16ﾄﾞﾛｰで､ 8ﾄﾞﾛｰ 8ﾄﾞﾛｰで､ 4ﾄﾞﾛｰ

ｂｙｅ4 bye2

　
　1､3　スポレク関係

　　1)4/26(月)10:00～11:00　第２３回スポレク富山実施要領　　　①6/5(土)小山運動公園(8面)で県予選実施

　　　　②ｽﾎﾟﾚｸ富山---10/17(日)～１８(月)富山市｡費用は､県で交通費の1/2補助(約15K¥)､ﾕﾆﾌｫｰﾑも1/2助成(約6K¥)

　　2)｢2011スポレクエコとちぎ｣に向けて---４／２８(水)13:30～　スポレク県総会　　４／３０(金)14:00～　スポレク市総会

　　　　5/28(金)県Ｇにて､来年の大会準備のため､①北側舗道にテントの設置場所と個数｡　　②軟式野球場(B)脇の道路でｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌ

　　　　　③拡声器の設置　　④県整備部都市整備課､県ｽﾎﾟﾚｸ窓口､宇都宮市窓口の連携､｢得点板､ｺｰﾄﾒﾝﾃ､導線｣につき､TTAから

　　　　　同時発信で要望書を出す｡　　⑤ｼｬﾄﾙ計画ﾊﾞｽ､巡回ﾊﾞｽにつき､選手の立場に立った運行計画

2､ＫＴＡ(関東テニス協会)の動き　　
　1)関東オープン　一般　4/23(金)17時締切　4/28(水)13:30～選考委員会　予選5/18(火)～21(金)　本戦5/24(月)～30(日)
　　　　　　　　　　ﾍﾞﾃﾗﾝ　 4/22(木)17時締切　5/7(水)10:00～選考委員会　本戦5/24(月)～6/7(月)

種目 ﾄﾞﾛｰ数 ｴﾝﾄﾘｰ数 WC数 出場者名

女　　　　４０歳　Ｓ 48 58 3 菊池千絵

女　　　　４５歳　Ｓ 48 61 3 松本恭子

女　　　　５０歳　Ｓ 64 69 4 佐藤美枝子

男　　　　３５歳　Ｓ 32 46 2 増田英倫　佐藤政大

男　　　　７０歳　Ｓ 64 86 4 小野寺重雄

男　　　　5０歳　Ｓ 64 72 4 砺波哲也

男　　　　65歳　Ｓ 96 104 5 柴田良一　佐藤久和

男　　　　45歳　Ｓ 64 77 4 金子幸男

男　　　　60歳　Ｓ 64 88 4 中山三男

男　　　　７5歳　Ｓ 32 35 2 加地鐡郎

男　　　　３５歳　Ｄ 16 13 1 田沼正芳／関宏隆　藤沼善紀／増田英倫

男　　　　４５歳　Ｄ 落合聡　／宮部正章

男　　　　４５歳　Ｄ 鈴木秀男　／渡邉隆典
男　　　　５０歳　Ｄ 24 22 1 小林雅治　／小野弘之
女　　　　５５歳　Ｄ 64 64 4 大塚綾子　／日賀野和江

　2)5/19(水)15:30～　常務理事会　　16:30～　総会

以上

27 1

県名

24

　決勝ﾄｰ
ﾅﾒﾝﾄ

　　2011年11/4(金)～10(木)
　　　｢スポレク　”エコとちぎ"
　　　　２０１１全国大会｣の栃木県開催

　　｢とびっきり栃木で　いい汗　いい
　　出会い｣



　　　　　　　　１０．０７．０４　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.６２)

1､　ＴＴＡの動き
 1､1　３９回関東ろう者体育大会(全１０種目)---6/26(土)～27（日)栃木市運動公園

　(1)5/22(土)13:00～　第３９回関東ろう者体育大会(全１０種目)　テニスの要項及びドロー会議

　(2)6/26(土)Ｓ､6/27(日)D｡予選ﾘｰｸﾞ戦後､各ｸﾞﾙｰﾌﾟの上位２名ずつで決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

　(3)(井村)からの総評　　①2日間にわたる熱戦､選手の方は勿論､応援･運営･審判の方もご苦労様でした｡

　　　　②一部にまだ実力差はあるが､練習！練習！の積み重ねを､日頃からコートに親しんで欲しい

　　　　③ウィンブルドン並の素晴らしいショットと思ったら､｢何でそんなﾐｽするの｣があり､是非集中力をもってプレーを!!

    　1､2　6月27日(日)実業団委員会にて､県Ｇクラブハウスにて、佐藤レフェリーによるルール講習会が開催された。

　　　　　秋季ドロー会議の後､PM3:00～4:50で実施｡内容は身近な問題につき皆さんに参考になるので今後に活用下さい｡

2､ＫＴＡ(関東テニス協会)の動き　　
　第84回関東オープン一般の部　2010年5月24日(月)～29(土)　　大いに挑戦を!!

     一般 女子D 松重尚子(サトウGTC)･武井悠(サトウGTC)　　ベスト８

　第84回 関東オープンテニス選手権大会 ベテランの部　2010年5月24日（月）～6月6日（日)

    ベテラン 男子３５才S 高橋良昌(サトウGTC)　優勝

男子３５才D 佐藤政大(サトウGTC)･高橋良昌(サトウGTC)　優勝

女子40才S 菊池千絵　ベスト１６

男子65才S 佐藤久和　準優勝　決勝はファイナルで惜敗 以上

             　　　 佐藤さん 実業団ﾙｰﾙ講習会質問事項                   　　　　　　　2010/6/27
ＮＯ 質問内容 回答

1
ｵﾑﾆコートでの試合中、ｽﾏｯｼｭがｱｳﾄとの判定が相手側
からあった。ﾎﾞｰﾙﾏｰｸがﾗｲﾝに有ったこの時の判定は？

ｵﾑﾆｺｰﾄは、ﾎﾞｰﾙﾏｰｸのCheckが出来ない。できるのは、ｸﾚｰｺｰﾄのみである。相手
のジャッジを尊重する姿勢が大切。あまりにもひどい場合はＲＵを呼んで対処しても
らう。

2
ﾀﾞﾌﾞﾙｽの試合中に、前衛から見て相手のｻｰﾊﾞｰが確実
にﾌｯﾄﾌｫ-ﾙﾄをしている。この時どの様に対応すべき
か？

RUを呼んで対処してもらう。

3
相手のｻｰﾌﾞが確実のﾌｫｰﾙﾄと分かるにもかかわら
ずﾎﾞ-ﾙを返球している。この時どうすべきか？

ﾏﾅｰとして打ち返すべきでない。きわどい場合は返球した後に”すいませ
ん！の一言をかけると良いと考える。

4
試合中、ﾗｯｹｯﾄが汗で滑り投げてしまった。すぐに
拾いﾎﾞｰﾙを打ち返した。この時の扱いは？

靴が脱げる、ﾗｹｯﾄを落とす、振動止めが外れたら、そのままプレーができ
る。インプレーになる前に身につけていた持ち物である帽子とか試合球が
地面に落ちた場合は、１回目警告。２回目以降はその都度失点となる。（帽
子は、地面に落ちなければ持ち物を落とすとはならない）

5
ｼﾞｬｯﾁの困難なﾌｫ-ﾙﾄをﾘﾀｰﾝした時にｶﾞｯﾄが切れ
た。この後の扱いはどの様にするか？

ﾚｼｰﾊﾞｰがﾗｹｯﾄを交換する場合は、相手にﾌｧｰｽﾄｻｰﾋﾞｽが与えられる。そ
のまま試合を続ける場合は、ｾｶﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽからとなる。

6
１ｓｔサービスが入ったインプレー中、もうひとつの
ボールを落としたら帽子と同様に扱いになるのか？

NO4に同じ。

7
何らかの理由で到着が遅れ、最初の整列に出られ
なかった選手が出場できるか？

基本的には×。大会主催者が認めていればＯＫ。

8 サービスのモーションとはどこからを指すのか？
ﾎﾞｰﾙをついている時は、含まず。サーブをしようとしてトスをする前に一瞬
止まったときがサービスﾓｰｼｮﾝとなる。

9
フットフォルトの判断等、レフェリーがいない場合の対応
は？

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ、ｻｲﾄﾞﾗｲﾝ、ｾﾝﾀｰﾗｲﾝを踏んだとき及びｻｲﾄﾞﾗｲﾝより外側でｻｰﾋﾞ
ｽを行った時にﾌｯﾄﾌｫｰﾙﾄとなる。相手監督に言って対処してもらうとよい。
（実業団ルール）

10
（そんな場面があるのかどうかわかりませんが）インプレー
以外での失点が生じたとき、次のプレーのサイドはどうな
るのか？

ｽｺｱに従って、エンド及びサービスサイドを決める。

11

２ndサーブにフォールトの判定をした際、相手側か
らインの主張があり、ポイントレットを提案し、１st
サーブからやり直してもらいました。いけないことで
しょうか？

ﾌｫｰﾙﾄを迷った場合（ﾐｽジャッジ）は、相手にﾎﾟｲﾝﾄを与える。ｼﾞｬｯｼﾞでの
ﾎﾟｲﾝﾄﾚｯﾄは、無い！やり直してはいけない！ネットより自分側は自分で判
定、相手側は相手が判定。相手のジャッジを信頼し受け入れなくてはセル
フジャッジは成り立たない。信頼されるジャッジを！

12 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾀｲﾑの変更内容は？
ｹｲﾚﾝの場合、ﾒﾃﾞｨｶﾙﾀｲﾑは取れない。次の休憩時間（エンドチェンジの90
秒、またはセットブレークの120秒）までポイント、およびゲームを失い、その
時間内で、治療することが許される。ただし1試合で2回まで。

13 その他2010年ルール改定内容は？ 大きな変化点はNO12となる。

14 １ｹﾞｰﾑの休憩は取れるか？
6ｹﾞｯﾑﾏｯﾁも８ｹﾞｰﾑﾏｯﾁも1ｹﾞｰﾑ後の休息は取れない。3ｹﾞｰﾑが終わった後
となる。水分の補給は、やむなし。

15 携帯電話のｺｰﾙ音の扱いは！ 電源を切る！ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰ無し

16 ﾎﾞｰﾙが入って来た！ﾚｯﾄにする場合は、どの範囲でか？
ﾌﾟﾚｰゾーン（後ろはﾊﾞｯｸフェンスまで、ｻｲﾄﾞはサイドﾗｲﾝより3.66m）に入っ
てきたとき。コートによってはその都度、止めてしまったら、試合にならない
場合があるので、許せる範囲で！

17 RUで呼ばれた時は、何処の位置で確認すべきか？ ﾌﾟﾚｰの邪魔にならない位置。ｼﾞｬｯｼﾞのし易い位置。

18 ｼﾝｸﾞﾙｽｽﾃｯｸの立て方は？
シングルスコートのサイドライン外から91,4ＣＭがシングルスステックの中央
になります。（ｼﾝｸﾞﾙｽｽﾃｯｸに印あり）

　(ノグチＴＳ小山)が優勝!!

ニッケ全日本　県予選

男子の部　山口尚吾選手(ＨＩＴ)の連覇!!

女子の部　中学3年生　諏訪仁美選手



　　　　　　　　１０．０８．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.６３)

1､　ＴＴＡの動き
 1､1　栃木県代表選手のまとめ

　1)10/9(土)～10/11(月)　第23回全国健康福祉祭　ねんりんピック(ねんりん金沢)---県予選５／２３(日)9:00～14:40　小雨混じりの中､屋板運動場

川上治之 佐野 大峠昌功 佐野 橋本とめ子 宇都宮

福地正次 足利 小野寺重雄 宇都宮 小坂晴美 栃木

　2)10．10．17(日)～18(月)　富山市で行われる｢第23回全国スポーツ･レクリェーション祭～ きときとスポレク　きてきて富山～｣

　　　---県予選６／５(土)小山運動場ﾃﾆｽｺｰﾄで､一時大雨もあった

太田英樹 クロスポイント 関根好克 ローズＴＧ 豊田日出夫
自治医大教職員
テニス同好会

松本恭子 クロスポイント 八筬ミツ子 ローズＴＧ 豊田英子
自治医大教職員
テニス同好会

　3)日本マスターズ　9/18(土)～20(月)　三重県営鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ庭球場---県予選６／２０(日)に屋板運動場で､梅雨時期の蒸し暑い中

鈴木秀男 県庁テニスクラブ 滝川君代 宇都宮テニスアカデミー

渡邊隆典 ＲＩＺＵ 藤田元 みはらレディース

(補欠) 8/2(月)JTAのドロー会議で､決定
阿久津定之 県庁テニスクラブ

法師人行雄 県庁テニスクラブ

　4)ダンロップテニストーナメント(関東決勝大会)　12/11(土)～12(日)昭和の森ﾃﾆｽｺｰﾄ---県予選7/4(日)･10(土)･11(日)･24(土)

男子S 佐藤政大 サトウＧＴＣ 男子S 片見友則 ＶＯＸ 女子D 菊池千絵 BLOOM! 男子45才D 宮部正章 サンテニス

　(Aｸﾗｽ) 黒田貴臣 サトウＧＴＣ 　(Bｸﾗｽ) 狐塚智 ローズＴＧ 柴原愛美 ＦＴＳ 落合聡 サンテニス

　5)ニッケ全日本ﾃﾆｽ選手権85ｔｈ　11/5～8　Ｃ予選---県予選　6/19(土)･26(土)･27(日)･7/3(土)県G

男子 山口尚吾 ＨＩＴ 女子 諏訪仁美

　(中3)

    　1､2　国民体育大会県予選

　　1)成年 6/5･6　県予選(成年)　県G･屋板
男子 山口　尚吾（HIT） 女子 上吉原　あい（アウリンTC）

鈴木　佳太（法政大学） 渡辺　裕美子（サトウGTC）
　　2)少年 7/3･4　県予選(少年)　県G---少年は本国体にｽﾄﾚｰﾄｲﾝ

男子 大橋可宏(足工大高3) 女子 松重尚子(作新高3)
目黒優貴(足工大高2) 玉野奏海(作新高2)

　　3)成年の関ブロ---7/13(火)KTA国体委員会

　　　①8/20(金)13:00～17:00　練習　(群馬県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　屋外16面砂入り人口芝　前橋市関根町800　　027-234-1200)
　　　　　　　　　　17:00～　　　　代表者･監督会議(前橋ﾎﾃﾙ　〒371-0023　前橋市本町2-16-1　TEL　027-220-1818　FAX　027-221-5768)
　　　　　　　　　　18:00～　　　　開会式･懇親会(同上)

　時間厳守､ﾃﾆｽｳｪｱ･ﾃﾆｽｼｭｰｽﾞ(ｻﾝﾀﾞﾙ不可)｡なるべく全員出席
　食事中心､各都県選手紹介

　　　②8/21(土)8:30～9:00　練習　(8/22(日)も同じ)
　　　　　　　　　　9:30～　　簡単な開始式後､試合｡審判はＳＣＵ､ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｿﾝ(含むｽｺｱ)高校生２名/ｺｰﾄ
　　　③使用球はﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾌｫｰﾄｲｪﾛｰ｡大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは､8/初に発送
　　　④医師は常駐しないが､看護士が常駐｡ﾎﾞｰﾙ･ｽｺｱﾊﾟｰｿﾝを置く｡
　　　⑤宿泊ホテル　コンフォートホテル　〒371-0024　前橋市表町2-18-14　TEL　027-226-7911　FAX　027-226-7912)
　　　　･配宿決定通知はＪＴＢより郵送　　　　
　　　　･部屋は全てシングルの予定｡朝食は６：３０～ﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽﾀｲﾙ　　　･ｷｬﾝｾﾙは､当日15時まで可
　　　⑥抽選前に､シード順位は､本国体基準で行くことを確認---千葉県は開催県でｽﾄﾚ-ﾄｲﾝ

シード 1 2 3 4 5 6 7
8/21(土) 　１･２次予選
8/22(日) 　３次予選

◆男子　一次予選 ◆女子

ｼｰﾄﾞ 都県名 　２次予選から

勝者通過
敗者2次予選

2､ＫＴＡ(関東テニス協会)の動き---7/29(木)14:00～16:35　KTA常務理事会　出席　23名　　
　1)関東ｵｰﾌﾟﾝ(一般･ﾍﾞﾃﾗﾝ)｡関東ｼﾞｭﾆｱ7/18～23　　　2)JTAﾍﾞﾃﾗﾝJOPの見直し---来年度から実施だが､一部問題点有り

　3)JTAの公益法人化---KTAと各都県協会の組織体制､分担金の問題　　4)本国体　上級指導者資格取得｡8/25迄に提出､厳守

　5)広報委員会---10/初旬にKTAニュース発行　　　6)実業団報告　　7)後援

　7)次回常務理事会　9/13(月)14:00～

以上

東京

栃木

1

4

埼玉

茨城 神奈川 群馬

男子 東京 神奈川

女子 東京 山梨

女子40才D

増田英倫 Bloom! 男子45才D

男子45才D 女子40才S 菊池千絵 Bloom!

男子6０才 男子7０才 女子6０才

男子35才Ｓ

３０才ﾐｯｸｽ ４０才ﾐｯｸｽ ５０才ﾐｯｸｽ

男子35才Ｓ 佐藤政大 サトウＧＴＣ

ノグチＴＳ
小山

山梨

栃木

栃木 群馬 茨城

埼玉



　　　　　　　　　　　　　　１０．０９．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.６４)

1､　ＴＴＡの動き
　1､1　２０１１年度関東大会の予定(栃木県で開催)

　1)関東オープン(ベテラン)に一部種目　　２０１１．５．２３(月)～２９(日)　栃木県Ｇ

　2)２０１１年都市対抗関東ブロック予選　　　２０１１．５．1４(土)～1５(日)　屋板運動場で予定

    　1､2　国民体育大会関東ブロック予選　結果

　　1)成年6/5･6　県予選(成年)　県G･屋板
男子 山口　尚吾（HIT） 女子 上吉原　あい（アウリンTC）

鈴木　佳太（法政大学） 渡辺　裕美子（サトウGTC）
　　　①8/20(金)13:00～17:00　練習　(群馬県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　屋外16面砂入り人口芝　前橋市関根町800　　027-234-1200)
　　　　　　　　　　17:00～　　　　代表者･監督会議(前橋ﾎﾃﾙ　〒371-0023　前橋市本町2-16-1　TEL　027-220-1818　FAX　027-221-5768)
　　　　　　　　　　18:00～　　　　開会式･懇親会(同上)
　　　②8/21(土)8:30～9:00　練習　(8/22(日)も同じ)
　　　　　　　　　　9:30～　　簡単な開始式後､試合｡審判はＳＣＵ､ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｿﾝ(含むｽｺｱ)高校生２名/ｺｰﾄ

女子は､8/20の監督会議で､選手変更に伴い変リドロー(神奈川県が第３シードに)

シード 1 2 3 4 5 6 7
8/21(土) 　１･２次予選
8/22(日) 　３次予選

　　2)成年結果
　<男子>
◆ 一次予選 ◆ 2次予選　　1次予選全試合終了後抽選
ｼｰﾄﾞ 都県名

2-0 2-1

2-1 2-1

◆ 3次予選
2-1

2-1

　<女子>
◆ 一次予選 ◆ 2次予選　　1次予選全試合終了後抽選
ｼｰﾄﾞ 都県名

2-0 2-0

2-1 2-1

◆ 3次予選
栃木

2-1
2-0

本国体は､１０／１～４　千葉国体

　1､3　第５回とちぎオープンジュニア---8/28(土)～　９９３名参加　(昨年は７０７名参加)

2､　他県大会の動き　
　菊池千絵選手が､東北ベテランオープン選手(シングルス　４０才の部)で優勝し､二連覇！！ 以上

勝者通過
埼玉

勝者通過
神奈川

勝者通過
山梨

茨城

1

2

4 茨城

3

6 埼玉

5 群馬

神奈川

1 東京

2 山梨

4 茨城 2 埼玉

勝者通過
東京

3 埼玉

5 群馬

6 茨城 4 山梨

勝者通過
茨城

2 神奈川 3 栃木

4 栃木 2 群馬

勝者通過
東京

1 東京 1 神奈川

山梨

栃木

勝者通過
神奈川

勝者通過
栃木

勝者通過
群馬

茨城

埼玉茨城

1 群馬

勝者通過
茨城

男子 東京 神奈川

女子 東京 山梨

埼玉 栃木 群馬

神奈川 群馬

勝者通過
埼玉

勝者通過
群馬

2 山梨

1 栃木

3 群馬



　　　　　　　１０．１０．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.６５)

1､　ＴＴＡの動き
　1､1　２０１１年スポレク富山内容

　　①10/16(土)16:00～17:00　　代表者会議(監督､30才代の2名で出席)　富山県民共生ｾﾝﾀｰ｢ｻﾝﾌｫﾙﾃ｣3F研修室　

　　　　(18:00～富山市歓迎ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ(富山第一ﾎﾃﾙ　3F天平の間､600名､韓国97名)　ﾁｰﾑ1名であり欠席)

　　　　18:00～栃木県選手団激励会

　　②10/17(日)　開始式+予選ﾘｰｸﾞ(富山県岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ)｡　　　

　　　　･　7:15～8:00　練習　

　　　　･　8:30～9:30　開始式

　　　　･　9:30～15:30　予選ﾘｰｸﾞ　　ｼｮｰﾄｾｯﾄの1ｾｯﾄﾏｯﾁ(4ｵｰﾙ後ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ､ｾﾐｱﾄﾞ)　･50-40-30代の順　

１２ﾌﾞﾛｯｸ　韓国2､富山県9､各都道府県38　計49ﾁｰﾑ　(Lﾌﾞﾛｯｸのみ5ﾁｰﾑ)

栃木県は､Ｇﾌﾞﾛｯｸ---鳥取･福井･福島･栃木の４ﾁｰﾑ

　　③10/18(月)　同順位ｸﾞﾙｰﾌﾟ別決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ､表彰式(富山県岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ)｡

　　　　･　8:00～9:00　練習

　　　　･　9:30～15:30　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　ｼｮｰﾄｾｯﾄの1ｾｯﾄﾏｯﾁ(4ｵｰﾙ後ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ､ｾﾐｱﾄﾞ)　･50-40-30代の順　

　　　　･　16:00～16:30　表彰式

　　④来年の｢スポレクエコとちぎ｣の視察も兼ね､総合開会式(新井)､総合閉会式(井村)<引継も有り>

　1､2　第24回スポレク祭宇都宮市実行委員会　第1回各種目団体合同部会---9/1(水)15:00～宇都宮市役所　14大会
(1)開催種目１３市8町､18種目+ﾌﾘｰ参加10種目｡宇都宮市実施種目６種目の専門部会ﾒﾝﾊﾞｰの自己紹介
(2)おもてなし部会､もったいない部会の設置､内容検討
(3)ｽﾎﾟﾚｸの再来年の開催の進捗状況と､来年5月の日韓交流事業の状況確認

　1､3　県民スポーツ大会代表者会議---9/16(木)15:00～県体協　ｽﾎﾟｰﾂ会館

(1)13:00～各市町村による抽選会､その後各競技団体も入り､要項の説明
(2)テニスの内容　　栃木県テニス協会及び県体協のHPに掲載
期　　　日 日　　　程 会　　　場

受付　　　　 ８時１５分～30分
監督会議　 ８時３０分
競技開始　 ８時４５分
受付　　　　 ９時１５分～30分
監督会議 　９時３０分
競技開始　 ９時４５分(予定)

2､関東ﾃﾆｽ協会(KTA)　9/13(月)14:00～16:00　KTA常務理事会　　20名出席　　次回11/18(木)14-KTA常務理事会
　(1)来年の関東オープン---ﾍﾞﾃﾗﾝJOP変更に伴う対応
　　1)9/8(水)KTAベテラン委員会開催､人数規模とコート面数の確保につき議論
　　2)10年　７６面→11年　９８面要(有明16､神奈川16､栃木16､昭和の森18､白子32　計98面)　　参加人数1,400人→1,800人

　(2)関東ﾍﾞﾃﾗﾝﾐｯｸｽ　11/29(月)～12/2(木)　予備日12/3(金)　新座ﾛｰﾝ　　今年からﾜﾝｺｲﾝ対象大会とし､10.100円ｴﾝﾄﾘｰ費

　(3)賛助会員親睦テニス　11/25(木)神宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ　東京都ﾃﾆｽ協会理事会とﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞ

　(4)JTA公益法人化の検討---KTAと各都県組織のあり方､分担金と還付金

　(5)各委員会と都県報告

　　1)11年国体関ﾌﾞﾛ---11.7.20(土)～21(日)茨城県神栖ﾃﾆｽｺｰﾄ

　　　 全日本都市対抗(全国大会が､来年から7月第4週(7/21(木)～24(日)　ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ栃木県予選と)---関ブロ予選は､宇都宮市で行なう｡

　(6)茨城県テニス協会５０周年　来年2月12日(土)ﾊﾟｰﾃｨ+記念誌(冊子とDVD) 以上

県総合運動公園テニス
コート

１０月２４日
（日）

市対抗

町対抗

【市対抗の部】 期日・会場　：　１０/２４　県総合運動公園テニスコート

12

那須塩原市 4
2

那須烏山市 5

足 利 市 1
11

小 山 市 2
1

下 野 市 3
19

23

さ く ら 市 8
4

鹿 沼 市 9
13

5

栃 木 市 11

矢 板 市 6
3

真 岡 市 7

日 光 市 10

20

宇 都 宮 市 12
6

優　勝

佐 野 市 13
準優勝

14
第３位

大 田 原 市 14
〃

※昨年度優勝の足利市が１、準優勝の大田原市が１４に入る。

【町対抗の部】 期日・会場　：　１０/２４　県総合運動公園テニスコート

21

16

24

17

22

18

〃

那 須 町 4
8

那 珂 川 町 5

高 根 沢 町 1
15

市 貝 町 2
7

茂 木 町 3

壬 生 町 6

岩 舟 町 11

上 三 川 町 7

西 方 町 8

優　勝
準優勝
第３位

野 木 町 12

※昨年度優勝の高根沢町が１、準優勝の野木町が１２に入る。

9

益 子 町 9

芳 賀 町 10
10



　　　　　　　１０．１１．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.６６)

1､　ＴＴＡの動き
　1､1　10/10(日)2010年度第1回委員長会議､10/23(土)第1回理事会

（１）①第65回国民体育大会関東ブロック大会の結果報告
　　 ②第65回国民体育大会本大会の結果報告・・・・・・阿久津委員長
（２）とちぎオープンジュニア大会の件・・・・・・・・・青柳副理事長
（３）テニスの日の件・・・・・・・・・・・・・・・・・大貫委員長
(４）2010年度ＴＴＡ登録の件・・・・・・・・・・・・・吉井副理事長 
（５）2010年度中間決算及び決算見通し報告・・・・・・・各委員長
（６）理事長からの報告と検討事項---2011年度以降の関東大会以上の大会と来年度のコート調整会議｡
　　TTA後援基準の策定(公平性､私的な利益の排除)｡笹川スポーツ財団の助成｡ＴＴＡの役員除名の会則改正
（７）ジュニア普及・強化一貫指導関連の件・・・・・・・青柳副理事長
（８）各委員会からの報告事項、その他・・・・・・・・・各委員長｡一般大会のＣﾄｰﾅﾒﾝﾄの見直し

　1､2　スポレク富山２０１０10(10/16(土)～19(火))

1)10/17(日)～18(月)栃木県ﾁｰﾑの応援と共に､大会視察｡

　①富山県ﾃﾆｽ協会理事長　野崎拓哉氏---昨年からﾒｰﾙで連絡取り合っていた｡

　②競技委員長　杉森清俊氏---競技進行･審判･総務(表彰他)の全般取り纏め｡10/18(月)22:00には

　　　 大会結果の詳細ﾃﾞｰﾀをﾒｰﾙで送られてきた｡

　③富山市実行委員会　砂原正宏氏---ＰＣ関係纏め｡後で今回の反省点を整理し､来年用のﾌｧｲﾙを

　　　　栃木県に送ってくれる｡これを栃木県版に加工し活用する｡

　④ヨネックス　野村雅久(販売推進第3課係長(ﾃﾆｽ)---ｽﾎﾟﾚｸ公認球

　⑤韓国　代表ﾁｰﾑ監督(ﾕｰ　柳)､来年仁川のチェ事務長とも懇談

2)10/19(火)10:00～総合閉会式ﾘﾊｰｻﾙ､昼食後､13:00～14:15　総合閉会式出席

　　　13時から総合閉会式があり、その前にリハーサルがあるので、9:30頃に早目に富山駅前のオーバード・ホール

　　　に入ると、リハーサルの真っ只中で、舞台の奥行と河西舞踏研究所(高岡)と、和田朝子舞踏研究所(射水郡)の

　　　地元から出ていて、ジュニアの迫力と、富山県の頼もしさを感じました。

　　　　①太鼓の迫力と腹からの声の調和に感動
　　　　②くまさんの幼稚園児も、恥ずかしがらずに声を出し、東京では無理か?、大したもの
　　　　③リハーサルと本番の両方が見れ、一糸乱れぬ調和と迫力の感動を得ました
　　　富山ここに有り、若いパワーを感じました。

　1､3　千葉国体---2010年10月5日 千葉県が完全優勝しました！！
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場においてゆめ半島千葉国体の総合閉会式が行われ、見事千葉県が天皇杯、皇后杯
を獲得し、完全優勝を果たしました！！　　栃木県は､天皇杯　２７位､皇后杯　３４位｡テニスは､成年男子は惜しくも1回戦で､
少年男子は､頑張ったが3回戦で､少年女子はもう一歩で2回戦で敗退｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田知事から山口県知事へ国体旗の引継ぎ

　1､4　県民スポーツ大会---10/24(日)8:45～15:20　県Ｇ 市対抗
期　　　日 　　　日　　　程 会　　　場 優　勝 宇都宮市

受付　　　　 ８時１５分～30分 準優勝 足利市
監督会議　 ８時３０分 第３位 那須塩原市
競技開始　 ８時４５分 〃 鹿沼市
受付　　　　 ９時１５分～30分
監督会議 　９時３０分 町対抗
競技開始　 ９時４５分(予定) 優　勝 那珂川町

準優勝 上三川町

　1､5　第１回栃木宇都宮オープン　9/29(水)～10/11(月)<ジュニアの大会も>清原 第３位 高根沢町
大会参加者数は全種目で108名です。来年は参加者数をさらに増やしていければと思います 〃 野木町

2､2010年 第72回 テイジン全日本ベテランテニス選手権 '10　が、10/6(水)～16(土)　
　東山公園テニスコートで実施。３５才の部のダブルスで、優勝　　佐藤政大(サトウGTC)・道田　光(ＴＩ－Ｃｕｂｅ)
　準優勝　　高橋良昌(サトウGTC)・黒田　貴臣(サトウGTC)で、大いに活躍しました！！

以上

県総合運動公園テニス
コート

１０月２４日
（日）

市対抗

町対抗



　　　　　　　１０．１２．０２　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.６７)

1､　ＴＴＡの動き
　1､1　スポレク関係
　　1､1､1　10/26(火)13:30～15:30　第24回｢スポレクエコとちぎ２０１１｣第７回合同連絡協議会
　市町関係　56名+25種目団体　39名=95名｡石下(ｲｼｵﾛｼ)事務局長挨拶(｢10/16～19ｽﾎﾟﾚｸ富山視察､11/3文化の日に
　一年前ｲﾍﾞﾝﾄ､ｽﾎﾟﾚｸｷｬﾗﾊﾞﾝ隊他｣)

（１）準備経過報告　　H22.4.1以降の経過
（２）種目別大会実施要項及び参加申込書の各案の作成手順---H23/1下旬に協議､H23/4中旬に全国発送
（３）保険対象及び補償内容---県､市､日体協の分担
(４）表彰状､委嘱状･礼状の作成---スポレク賞､特別賞｡枚数の確認(16枚+副賞)
（５）ゼッケン等の作成---硬式は若い番号にリボン予定
（６）開催に伴う児童生徒及び教職員の協力依頼
（７）来年の県代表チームの選考方法---硬式は４＋α｡団体戦で順位付け予定､H23.2.18(金)締切
（８）11/3文化の日に一年前ｲﾍﾞﾝﾄ
（９）宿泊･輸送･安全関係---県と市の連携､計画バス･ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ･定期バス＋α､予定外の時間にも対応
（１０）その他(祭典役員･招待者､啓発物品､協賛事業､県への提出物(表彰状､ゼッケン)
（１１）日韓スポーツ交流事業---H23.5.19(木)～25(水9の7日間の予定　仁川(ｲﾝﾁｮﾝ)市
　次回　Ｈ２３年３月４日(金)１３：３０～　県庁

　1､1､2　11/3(水)9:30～15:30　｢一年前ｲﾍﾞﾝﾄ｣　県総合運動公園

  1)「開幕まであと１年！　とびっきり　栃木で　いい汗　いい出会い

　　　　～スポレク“エコとちぎ”２０１１～」

2)ｲﾍﾞﾝﾄｽﾃｰｼﾞ(県警察隊)､お楽しみｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ､ｴｺとちぎｺｰﾅｰ､

　　おいしいものﾊﾟｰｸ､ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ体験ｺｰﾅｰ(25種目)

　1､2　１１／９(火)１３：３０～１６：３０　県体協　一貫指導研修会　県総合教育ｾﾝﾀｰ
(1)｢ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄの考え方とｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ意識｣　立花龍司　氏　　13:40～15:07

　1)コーチング｢気付かせるまで､自分で考える｣---指摘するばかでは駄目､明日からこうしょう､---したら駄目でなく､

　　　　　　そうならないように--こうしょう｡

　2)伸ばせる(ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｼﾝｷﾝｸﾞ)×ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞｼﾝｷﾝｸﾞ(～してはいかない､ああなりたくない)
　3)日本は団体行動(依存心)､達成可能な目標設定､チャレンジする
　4)部下が意見を言える､意見を言い合う｡コーチ=COACH(馬車--目的地まで安全確実に送り届ける)
　5)指示待ちでなく､質問･気付き･気付かせ提案型､質問してあげる
　6)トレーニング---指先にスピード､生きたメニュー
　　指先のスピードを上げる｡一つの例で､｢体温計を下げるのにどうしますか｣｢振って下げますか､今は押すだけでいい｡
　　栃木ではまだ振ってるのですね｣

(2)｢固有受容器強調トレーニングの応用他｣　芝浦工業大学　浜野学教授　　小林施療院　小林武史　氏　15:25～16:30
　1)良い習慣を身に着ける､３つのルール　　①Ｆｏｃｕｓ(何が目的かはっきり自覚する)　②Ａｇｇｒｅｓｓｉｖｅ(心理的限界に挑戦､
　　③Ｔｉｍｅ　ｏｆ　ｓｅｎｓｅ(時間の感覚を身に着ける)
　2)体育館で講義兼実技をしながら実地指導---筋､上肢･下肢の持久力の必要性､体幹･股関節の軸
　3)臀部･ハムストリングのストレッチング､腰背部のストレッチ､腸腰筋･大腿直筋のストレッチ､ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾝ(ﾊﾟﾜｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)
　4)練習の流れ
　　①Ｗａｒｍｉｎｇ ｕｐの確立　　股関節の柔軟性､アジリティ
　　②Ｃｉｒｃｕｉｔ ｔｒａｉｎｉｎｇ　　オフからプレイの時期によって内容を変える　ｊｕｍｐ+ｓｐｅｅｄ→ｐｏｗｅｒ+ｃｏｎｔａｃｔ ｆｉｔｎｅｓｓ
　　③Ｃａｒｄｉｏ　ｖａｓｃｕｌａｒ　ｅｘｅｒｃｉｓｅ　有酸素系か､無酸素系か､どちらか選択

2､　１１／１８(木)１３：００～　ＫＴＡ第５回常務理事会　　１８名出席
1)関東ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾐｯｸｽ選手権大会

第1回(02年) 第2回(03年) 第3回(04年) 第4回(05年) 第5回(06年) 第6回(07年) 第7回(08年) 第8回(09年) 第9回(10年)

100才以上 17 15 8 17 16 21 14 15 13
110才以上 27 21 24 21 19 20 21 16 7
120才以上 22 25 27 33 32 35 30 27 22
130才以上 31 23 22 29 29 26 28 25 26
140才以上 0 13 20 25 28 23 29 23 28
　　計 97 97 101 125 124 125 122 106 96
　ＪＯＰ志向で､ミックスの参加減の傾向

2)(財)日本テニス協会の公益法人化---地域協会からの問題提起､財務体質､分担金･助成金･還付金の方向､２０１２年度から実施
3)関東オープン選手権大会　ベテランの部(5/23(月)～329(月)｡有明(8面)･厚木(8面)･小田原(8面)･栃木(16面)･昭和の森(18面ﾅｲﾀｰ有り)･
　白子(32面)　全98面　JTAのﾍﾞﾃﾗﾝJOP変更に伴うドロー数の見直し､2年間埼玉で実施→来年から2年間栃木
4)１２／１１(土)～１２（日)　ダンロップ関東決勝大会　12/11(土)15:00～KTA常務理事の懇談会
5)千葉国体無事終了し､小野理事長から御礼の挨拶｡ジュニアの上級認定講習(昨年千葉､今年は昭和の森　二泊三日)
6)日本リーグ　　１２～２月
7)次回　１／２０(木)　常務理事会　　(議事録署名人　(森下)(井村)　10/11分) 以上



　　　　　　　１１．０１．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.６８)

謹賀新年　　皆様方には､昨年中は大変お世話になり誠に有難うございました｡厳しい経済情勢は
まだまだ続いていますが､各ご家庭で暖かい､触れ合いのある新年を迎えられたことと思います｡
 １０年度も､あと３ｹ月となりました｡次代を担うジュニアから､ベテランにいたる各種施策を実践し､
即行動に移し､皆様方と共に､より良い協会運営に努力していきたいと思います｡何卒宜しく
ご指導､ご協力､ご鞭撻の程お願い申し上げます｡ (＊)

1､　ＴＴＡの動き
　1､1　12/12(日)9:30～15:10ｽﾎﾟｰﾂ指導者研修会(県総合教育ｾ)
　 1.1.1　｢トレーニングとコンディショニング｣　小倉桂三氏(ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ栃木県連絡協議会副会長､小倉整骨院)

（１）トレーニングの基礎---超回復(適切な休息により､以前の水準より回復する｡ｵｰﾊﾞｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ症候群
（２）トレーニングの原則---７つの原則(①特異性（SAID)　②過負荷(ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ)　③漸進性　④意識性(自覚性)
　　　⑤全面性　⑥個別性　⑦継続性(反復性､可逆性)
（３）ピリオダイゼーション(期分け)---ＧＡＳ理論(ｼｮｯｸ･警告段階､抵抗段階､疲憊(ひはい)性段階
(４）トレーニングカテゴリ---ﾚｼﾞｽﾀﾝｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ　ｽﾋﾟｰﾄﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ　有酸素性ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
（５）ｳｫﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟとｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾞｳﾝ---①ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの向上とﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの効率化　②外傷･傷害の予防　③体温(筋温)の上昇
　　　　最低でも１５分         以上ポイントのみですが､詳細は参加者から､又は先生の著書を参考にして下さい｡

   1.1.2　研究討議---約２００名を各人希望の３テーマで１０班に分け､各テーマで4～5名のｸﾞﾙｰﾌﾟで討議

（1）３つのテーマで分科会
　　①　総合型地域スポーツクラブと公認スポーツ指導者
　　②　公認指導者の更新率向上方策につて
　　③　学校部活動における外部指導者について
　　　　(井村)は第3分科会で｢学校体育と社会体育の共存､小中高の部活､
　　　　　　　　中体連､人間形成､ルールとマナー､ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ｣

　1､2　12/9(木)15:00～　県体協｢テニス競技のヒアリング｣　

  1)関ブロの各都県の実力伯仲､接戦でももう一頑張り｡TTAでJOP補助｡遠征合宿

2)月一回のテニス教室(50～60人)発掘｡近畿･九州と交流｡

3)知事部局で長期構想(競馬場跡地と県Ｇ)､次代を担う中学生の推薦｡

4)第６６回国体関ブロ---成年男女　８／２０(土)～２１(日)茨城県神栖市海浜運動公園テニスコート

　1､3　12/11(土)～12(日)　２０１０ダンロップ関東決勝大会
(1)男子Ａ級　佐藤･黒田　Ｂﾌﾞﾛｯｸ１位　　男子Ｂ級　片貝･狐塚　Ａﾌﾞﾛｯｸ4位　女子　菊池･柴原　Ｂﾌﾞﾛｯｸ２位　

　　男子ベテラン　宮部･落合　Ａﾌﾞﾛｯｸ　３位

(2)12/11(土)15:00～　KTA常務理事による懇談会
　1)関東ﾍﾞﾃﾗﾝﾐｯｸｽ大会　128募集に対し､96.来年第１０回大会に向け盛り上げ
　2)関東オープン　来年の関東学生との調整｡ＫＴＡからJTA公式要望｡来年は栃木県でも開催(埼玉県もﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしますと)
　3)ＪＴＡの公益法人化---贈与問題と還付金｡組織と地域協会･各府県協会のあり方｡公認料の問題｡クラブJTA等の登録料｡KTAから問題提起
　4)栃木県はじめ､神奈川県､群馬県でもクラブ対抗実施---関東大会の検討､各県の要項と決算書を

　1､4　スポレク全国大会の協賛事業への協力依頼　　　平成23年1月7日(金)締切
1)第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭（以下「祭典」という。）の開催の趣旨に賛同し、県民の祭典への参加機会の拡大及び
　県民総ぐるみによる開催機運の醸成を図るため、市町や関係団体等が実施する協賛事業の名義の承認事務手続を文科省に提出
2)協賛事業参画希望団体は、様式１から様式３に必要事項を記入し、第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭
　栃木県準備委員会（第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭栃木県実行委員会設立にあっては同実行委員会をいう。
　以下「委員会」という。）を経由して文部科学大臣に提出する
3)ＴＴＡとして､大会の周知と盛り上げのため､各委員会の大会時の要項･シード･ドロー･プログラムに下記掲載する｡
　各市町村の地区協会でもご協力をお願いします｡

(＊)　私の体験からの一言 ①確実な知識､余りにも不確実な知識が多い｡ハッと感動する一言､ジーンと心に響く一冊　　②事実を押え､現認する癖を

　　　噂に動じず　③もう一言を大切に　　④スピ－ドと決断　　⑤待ち体質の打破､自ら進んで自主的､自発的企画立案　　⑥幅広いものの見方､考え方､

　　　仕事への取り組み方　　⑦時間のゆとりとケジメ　　⑧健康(頭･心･腹の中にためない)　⑨ユーモア(揚げ足でなく腹から､本音)　　⑩気配り

　　　⑪個を磨く､自己改革　⑫問題点を先送りしない｡未然防止のため早目早目に手を打つ｡　　⑬同じ間違いを繰り返さない

以上



　　　　　　　　　　　　１１．０２．０９　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.６９)　

1､　ＴＴＡの動き
　(1)1/１0(月)　ジュニア１１才以下の体力測定､選考会---男子10名､女子7名､合計17名参加　多くの参加を！！
　　(青柳)副理事長感想『今回の、体力測定を数年続けて判ったことは、数年前の平均から比較すると何項目かの平均値が
　　下がっている事です。中でも持久力、立ち幅跳び、腕立て、柔軟性の4項目の平均値が下がっていることが明確になりました
　　　また、テニスでは最も重要である初動が昨年に比べかなり遅いのが気になる所です。「スタートダッシュから5.5メートル
　　通過時点のタイムが遅い」これは、テニスに於いては欠点となるので今後、早急にトレーナーの方の意見を伺いこれを
　　強化するメニューを作り、各クラブに配布することを検討中です。』　今後の更なる飛躍に期待！！

　(2)2月6日(日)9:00～12:30　｢笠原彰先生によるメンタルトレーニング｣　作新学院大学第１会議室・・・研究棟2F 202 号
　　1)作新学院大学経営学部スポーツマネジメントコース　笠原彰先生によるメンタルトレーニング
　　　　対象が低年齢なので集中力を考慮し数時間のセミナーとなりますが、年間2～3 回の開催を継続的に実施し効果を
　　　出そうと考えております。
　　2)対象者：10 才以上の小学生２３名とその保護者(指導者)１７名の合計　４０名参加
　　3)(井村)理事長挨拶｢次代をジュニアのため上妻先生の愛弟子の笠原先生にお願いした｡ﾌｨｼﾞｶﾙとﾒﾝﾀﾙは車の両輪｡
　　　決める所は決める､もう一球の粘り､前向きに捉える｡実践につなげる｡ハッと感動する一言が多々あります､
　　　自分のものにし､当り前のことが自然に出来るよう今後に生かして下さい｡期待しています｡｣
　　4)講義内容
　　　①集中力･ヤル気のためのｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ---自己紹介(明快｡快活に)､ジャンケン､握手しながら自己紹介と好きな選手
　　　②試合で実力発揮---メンタルの２０%効果｡ﾒﾝﾀﾙﾄﾚ0ﾆﾝｸﾞの基本原理(考える<自己分析､何故と問いかけ>　行動＜自己実現
　　　　目に見える動き>＋気分(喜怒哀楽)　身体反応)　効果的なセルフトーク　目標設定(身近な数値目標)　集中力
　　　③リラクセーション---練習時日頃からやる｡①目を閉じ､力を抜く　②深呼吸(吐く時に溜息は駄目､1～2秒吸い､4～5秒
　　　　でフーと音を出し吐く)　③肩を狭め､スーとゆっくり落とす　④グーを握り､腕の力を抜いていく
　　　④メモの３原則---①メモは忘れるために取る　②メモは見易いように取る　③メモは後でまとめ易いように取る　

　(3)スポレク第１５回日韓スポーツ交流事業･成人交歓交流---平成２３年5月１９日(木)～２５日(水)の７日間　大韓民国･仁川(ｲﾝﾁｮﾝ)市
　　　韓国派遣Ａ･Ｂの２チーム派遣

　（3)1/30(日)18:00～　第2回委員長会議(10年度実推､11年度事業計画･予算､組織改正･人事異動)｡2/13(日)18:00～　第2回理事会

2､　1/24(月)14:00～16:30　KTA常務理事会　　岩淵･飯田･伍堂副会長+長岡理事長+各常務理事　計　２４名出席

　　(1)関東オープン(ベテラン)---3/9要項　3/16配布　ドロー---一般4/26　ベテラン5/6　予定
　　　　　栃木･白子の宿泊は､１５０名程､提携宿泊先と紹介
　　　　　ＪＴＡから､2011年度の一般登録証の発行廃止予定(ベテランも)---KTAからも要望提出

　　(2)ＪＴＡ公益法人化---1/26ＪＴＡ臨時理事会で方向付け
　　(3)３／１２(土)ＫＴＡ審判委員会による｢ルール講習会」　新宿コズミックスポーツセンター３Ｆ大会

　　(4)全日本都市対抗関東ブロック予選
　　　1)５／１４(土)　１５(日)　宇都宮市屋板運動場ﾃﾆｽｺｰﾄ12面
　　　2)東京都､神奈川県､千葉県､埼玉県がストレートインで､残り４県で２県選抜となる｡
　　　3)栃木､群馬､茨城､山梨各県のリーグ戦で２県選抜予定

　　(5)８／２０(土)～２１(日)　第６６回国体関ブロ　茨城県神栖市神栖海浜公園テニスコート
　　　　プロも参加可｡真夏の時期であり､ＳＣＵ､ボールパーソンをつける

以上

総監督 　男 あらい　たかし

　兼補欠 新井　隆

　男 おおた　ひでき 　男 すずき　ひでお

 30歳 太田　英樹 男子監督兼 鈴木　秀男

 以上 　女 まつもと　きょうこ 　女 きくち　ちえ

松本　恭子 菊池　千絵

　男 せきね　よしかつ 　男 かわい　あきら

 40歳 関根　好克 河井　晃

 以上 　女 やおさ　みつこ 　女 ふじせ　まり

八筬　ミツ子 藤瀬　真理

　男 とよだ　ひでお 　男 こぼり　かずお

 50歳 豊田　日出夫 小堀　和夫

 以上 　女 とよだ　ひでこ 　女 さわだ　てるこ

豊田　英子 沢田　照子



　　　　　　　　　　　　１１．０３．０１　栃木県テニス協会　理事長　井村孝一

　　ＴＴＡ　レポート　(ＮＯ.７０)　

1､　ＴＴＡの動き
　(1)２０１０年度２～４月の主な日程
　　1)２／２(水)県Gコート調整会議　　2)２／８(火)宇都宮市コート調整会議　　3)茨城県テニス協会５０周年式典(井村出席)
　　4)２／１７(日)第２回理事会　　5)２／２０(日)県体協　2010年度一貫指導最終会議
　　6)３／５～３１　第３０回栃木県ジュニア選手権大会(１２～１８才　ＳＤ)　　＊下記参照
　　7)第8回テニスクリニック(実業団委員会)　講師:太田 茂ﾌﾟﾛ　3月6日(日)　時間：10:00～15:00　つがｽﾎﾟｰﾂ公園テニスコート(４面）
　　8)(財)日本体育協会公認スポーツ指導者 第2８回栃木県研修会　　3 月13 日(日) 10:00～17:00（受付開始9:30～）
　　　　会 場 佐野テニスクラブ〔ｲﾝﾄﾞｱ・ﾊｰﾄﾞ〕佐野市大橋町1376 TEL0283-24-2296
　　　　研修内容 　レベルに応じたジュニアの指導法、コーディネーション　講師：神谷勝則氏 日本テニス協会S 級エリートコーチ
　　　　　　　　　　　日本体育協会指導員　ヨ ネックスアドバイザリースタッフ
　　　　　　　　　　　経歴：日本のトッププロのコーチングを行う(増田健太郎、岩渕聡ほか)｡また、全国各地で指導者、選手の育成
　　　　　　　　　　　に携わっており、最先端かつ理論的な指導は高い評価を得ている。現在、日本で最も活躍するコーチ。
　　　　　　　　　　　テニス専門誌にも技術のみならずメンタル、選手としてのライフスタイル等について幅広く寄稿。
　　9)第35回(2010年度)都市対抗テニス大会　栃木予選会　　３月６日（日）　予備日１２日（土）　県Ｇ
　　10)第４回栃木県クラブ対抗テニス大会　　３月１９日(土)　　予備日３月２６日(土）　　県G
　　11)3/20(日)　C級審判員認定会＆ルール講習会を実施します。（雨天決行）
　　　　・有資格者は、2ポイント付与、審判員証をお忘れなく。　　・会場　白鴎大学(小山市大行寺)　　・講師　田中信子　氏
　　　　・受講料　1,000円（全員）　　・認定試験合格者のみJTA登録料別途4,000円（3年間分）　・9時受付開始。
　　　　◎受験者以外の方は試験時間を利用して判断に迷うルール勉強会を実施予定→いろいろな疑問を持ち寄って、楽しい勉強会にしましょう。
　　12)スポレクエコとちぎ２０１１---３月４日(金)～２５日(水)14:30～第８回会議　18:00～懇談会
　 13)ＴＴＡ2010年度纏め

4/10(日)18-　第4回委員長会議　会計監査
4/17(日)15-　総会　表彰式　懇親会

　＊３／５～３１　第３０回栃木県ジュニア選手権大会(１２～１８才　ＳＤ)　日程
　　　下記日程で次代を担うジュニアの大会､大いに皆様の応援をお願いします！！

       詳細は､ＴＴＡのHPを参照下さい｡

日程 5日(土) 6日(日) 12日(土) 13(日） 25日(金) 26日(土)

 予選 本戦 本戦 本戦

1R=10:00 1R=9:00  2R=9:00 SF=9:00

 2R=11:00  QF F

 3R,4R 5補=12:00

 予選 本戦 本戦

1R=10:00 1R=11:00 QF=9:00

 2R=10:30 SF

 3R,4R F,3決

 予選 本戦 本戦

 1R,2R=9:00 １R=9：00 2R=9:00 SF=9:00

 3R QF F

5補=12:00

 予選 本戦 本戦

1R=12:00 1R=11:30 QF=9:00

 2R=12:30 SF

3R F,3決

 予選 本戦 本戦

1R=9:00 2R=10:00 SF=9:00

本戦 QF F

1R=10:00 5補=12:00

 予選 本戦

1R=9:00 QF=9:00

本選 SF

 1R=12:00 F,3補

本選 本戦 本戦

 1R=11:00  2R=10:00 SF=9:00

QF F

5補=12:00

本戦 本戦

1R=12:00 QF=9:00

SF

F,3補

4

3

屋板 総合運動総合運動

18男子S

416女子S

◎16、18才以下男女会場と試合日程　( 表中の数字は試合開始予定時刻 )　

18女子S

4

3

16男子S 4

2

第30回栃木県ジュニア選手権大会日程表

関東出
場予定
枠数

　　　会場
種目

総合運動 屋板

216女子D

18男子D

18女子D

16男子D

屋板

◎12、14才以下男女会場と試合日程　( 表中の数字は試合開始予定時刻 )　
日程 5日(土) 25日(木) 26日(金) 2７日(土) 2８日(日） 29日(月) 30日（月） 31日（月）

 予選 本戦 本戦 本戦

1R=9：00 1R=10：00 QF=10：00 F=9:00

2R=9：30 2R SF・5補 ４
3R

 予選 本戦 本戦 本戦

1R=11:30 1R= QF=10：00 F=10:00 ２
2R=12:30 1～8 9:00 SF・3補

9～16 10:00

 予選 本戦 本戦 本戦 本戦

1R=10:00 1R= 2R=10:00 QF=9：00 F=9:00

2R=11:00 1～16 11:00 SF・5決 ５
17～32 12:00

本戦 本戦 本戦

1R=12：00 QF=10：00 F=10:00 ３
SF・3決

 予選 本戦 本戦 本戦

1R=10:00 1R= QF=9：00 F=9:00 ６
2R=11:00 1～24 9:00 SF・6決7補

25～32 10:00

2R

 予選 本戦 本戦 本戦

1R=12:00 1R＝11：00 QF=9：00 F=10:00

2R=13:00 SF・3補 ２

 予選 本戦 本戦 本戦

1R=12:00 1R= QF=9：00 F=9:00

1～16 10:00 SF・5決 ５
17～32 11:00

2R

本戦 本戦 本戦

1R=11:30 QF=9：00 F=10:00

SF・3補 ２

屋板

屋板 総合運動 総合運動 総合運動屋板

関東出
場予定
枠数

　　　会場
種目

屋板 総合運動

12男子S

12男子D

1２女子S

1２女子D

総合運動

総合運動

14女子S

14女子D

屋板

14男子S

14男子D

総合運動 総合運動屋板 屋板 総合運動


