
 

ねんりんピックとちぎ２０２１ スポーツ・文化交流大会競技別実施要項 

 テニス交流大会 
１ 主  催  栃木県、（福）とちぎ健康福祉協会 

２ 主  管  栃木県テニス協会 

３ 日  時  令和 3年 5月 9日(日) 9:30～15:30 (予備日 5月 16 日(日)) 

(1) 選手受付   9:00～ 9:30   (2) 開会式 9:30～9:45 

(3) 練習     9:45～10:00   (4) 試合  10:00～ 

          (譲り合って使用)  

４ 競技会場  5/9(日) 宇都宮市屋板運動場テニスコート(宇都宮市屋板町 231-1) 

        5/16(日) 予備日(会場は同じ) 

５ 参加資格  県内在住者で 60歳以上(昭和 37(西暦 1962)年 4 月 1日以前に生まれた人)とする。 

６ 参加申込  (1) 申込期限  令和 3年 4月 12 日(月)必着 

(2) 申込先   〒320-0851 宇都宮市鶴田町 390-1 ホワイトローズ 1-102  

栃木県テニス協会事務局 

電話 028-688-0305  FAX 028-688-0306 

(3) 申込方法 

①栃木県テニス協会のホームページにも要項・参加申込書があります。必要事項を記入の

上、Eメールアドレス：moushikomi_tta＠yahoo.co.jp で申し込むこと。 

②又は、別紙参加申込欄に必要事項を記入の上、封筒に朱書きで「ねんりんピックとちぎ

テニス交流大会参加申込」と明記して申し込むこと。 

③申込漏れのないよう、必要な方は返信用メールを協会あてに送信してください。 

７ 参 加 費  1 人 2,000 円 大会当日徴収します。 

        ※支払い後の参加料は返金しない。 

８ 競技方法  (1) 男子ダブルス 60歳以上・70 歳以上 

 (2) 女子ダブルス 60歳以上 

(3) 1 セットマッチ(6ゲームオール後、タイブレーク)、セミアドバンテージ方式(一回目 

はデュース有り、二回目はノーアドバンテージ)で行う予定。 

 (4) ウォームアップは、サービスのみ 8本(各サイド 4 本)とする。 

        (5) セルフジャッジとする。 

９ 競技規則   (公財)日本テニス協会競技規則を準用する。 

10 大会規定  (1) 年齢区分の 70 歳以上は昭和 27年 4 月 1日以前に生まれた人とする。 

(2) 試合の組み合わせは、競技主管団体で行う。また、大会運営上必要と認められる場合 

は、試合の組み合わせや試合方法などを一部変更することがある。 

        (3) 試合球は、競技主管団体が用意したものを使用する。 

        (4) 小雨決行とするが、競技実施不可能なときは、5月 16 日(日)に延期して開催する。 

11 表  彰  種目別優勝及び準優勝の選手に賞状を贈る。 

12 そ の 他  (1) 「第 32 回全国健康福祉祭和歌山大会」に選手として参加した方は、「第 33 回全国健康

福祉祭ぎふ大会」同一種目への参加はできない。 

           テニス交流大会：岐阜県岐阜市(栃木県選手団派遣日程 10/29(金)～11/2(火)) 

           ※１チーム参加(各クラスの最上位組でチームを編成する。) 

 (2) 開催に当たっては、「新型コロナウイルス感染症対策に係る栃木県の基本的対応方針」、

「栃木県の催物（イベント等）の開催に関する協力依頼」及び「スポーツイベントの再

開に向けた感染拡大予防ガイドライン」を遵守する。 

    新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、大会を中止することがある。 



選手
番号 氏　　　名 居住市町名 備考 シード等 １R SF F

島田　信一 下野市

福田　康之 下野市 島田・福田

勝又　謙一 宇都宮市 ６－０

福田　秀雄 宇都宮市 島田・福田

飯渕　栄 真岡市 ６－０

関　康雄 河内郡 伊勢・清水

伊勢　正二 栃木市 Ｗ．Ｏ 島田・福田

清水　正一 下野市

権守　仁彦 小山市 ７－５

石澤　進 佐野市 権守・石澤

矢野　浩志 宇都宮市 ６－３

葛西　幸良 宇都宮市 鈴木・大川

鈴木　進 野木町 ６－３

大川　修 野木町 鈴木・大川

芹澤　千里 足利市 Ｗ．Ｏ

北林　優 足利市

選手
番号 氏　　　名 クラブ名等 備考 シード等 １R SF F

日賀野　和江 宇都宮市

佐藤　千恵子 小山市

ＢＹＥ

日賀野・佐藤

小野　由美子 栃木市 ６－２

豊田　英子 下野市 高橋・横井

高橋　洋子 下都賀郡 ６－２ 日賀野・佐藤

横井　里子 下野市

ＢＹＥ ６－１

赤間　佳子 宇都宮市

杉田　裕子 宇都宮市 橋爪・青木

ＢＹＥ ６－１

橋爪　洋子 高根沢町

青木　香乃 宇都宮市
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選手
番号 氏　　　名 クラブ名等 備考 シード等 １R SF F

青柳　正敏 宇都宮市

青木　康夫 宇都宮市 青柳・青木

平野　文男 高根沢町 ７－５

相場　隆史 宇都宮市 佐藤・荒井

長澤　博之 小山市 ６－１

佐々木　正夫 大田原市 佐藤・荒井

佐藤　博 宇都宮市 ６－１ 佐藤・荒井

荒井　龍彦 日光市

谷中　光 宇都宮市 ６－３

小森　勉 宇都宮市 小林・青木

小林　成次 宇都宮市 ６－０

青木　孝一 宇都宮市 小林・青木

野口　光雄 栃木市 ６－０

工藤　正己 栃木市 半田・宇賀神

半田　守可 宇都宮市 ６－４

宇賀神　誠 宇都宮市
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