
◆期日　平成1７年４月２日 ◆会場　鬼怒グリーンパーク　宝積寺・白沢 ◆主催　TTA　ベテラン委員会

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

男子３5歳以上
（マスターズ予選） 江田秀樹 サトウGTC 落合聡 サンテニス 穴山栄人 ラフィエスタ 阿久津定之 県庁テニスクラブ

男子４０歳以上 田沼正芳 ローズT・C 髙橋忠伸 HONDA　T・C 縫田邦彦 足利みなみ 川島茂 ランチボックス

男子45歳以上 砺波哲也 足利みなみ 宮部正章 サンテニス 菊地則夫 RIZU 大森芳位 宇都宮グリーン

男子50歳以上 橋本篤治 富士通那須 川又俊郎 宇都宮セントラル 森岡清志 GE 佐藤英夫 宇都宮グリーン

男子60歳以上 猪瀬久男 宇都宮TC 佐藤久和 ナマイTS 柴田良一 石橋TTC 藁科誠 ローズT・C

女子４０歳以上
（マスターズ予選） 松本恭子 CP 佐藤千恵子 エンデバー 宮幸子 GTCC 佐藤美枝子 フォールート

女子５５歳以上 本田美智子 みかも山グリーンテニス 松本あさみ 那須田園

栃木県ベテラン選手権　兼　日本マスターズ栃木県予選　　　　結果

優勝 準優勝 3位 3位
種目



番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R 2R QF SF F
1 穴山栄人 ラフィエスタ 大田原

2 bye1 　穴山

3 間野吉郎 GTCC 大田原 　小太刀 　8-2

4 小太刀俊一 BEST 　　WO 　穴山

5 大貫潤 GTCC 大田原 　8-3

6 bye9 　大貫

7 bye5 　WO

8 　江田

9 安井雅章 HONDA　T・C 宇都宮 　8-1

10 bye6 　増渕

11 増渕敏之 サンテニス 宇都宮 　増渕 　8-5

12 神長和明 ラフィエスタ 大田原 　8-3 　江田

13 bye10 　8-2

14 林孝 RIZU 宇都宮 　江田

15 bye3 　8-3

16 江田秀樹 サトウGTC 宇都宮 　江田

17 落合聡 サンテニス 宇都宮 　8-5

18 bye4 　落合

19 小倉伸介 ティーズ 佐野 　小倉 　8-0

20 山本亨 アルファテニスクラブ 宇都宮 　8-4 　落合

21 山本栄作 宇都宮アカデミー 宇都宮 　大貫 　8-6

22 大貫征彦 ずうらしあ栃木 栃木 　8-2 　梅津

23 bye7 　8-6

24 梅津京 CTC 大田原 　落合

25 今野辰二郎 HONDA　T・C 宇都宮 　8-4

26 bye8 　今野

27 大纏仁 HONDA　T・C 宇都宮 　WO

28 bye11 　阿久津

29 中田一豊 サンテニス 宇都宮 　内田 　8-5

30 内田雅之 県庁テニスクラブ 宇都宮 　8-6 　阿久津

31 bye2 　8-3

32 阿久津定之 県庁テニスクラブ 宇都宮

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R 2R SF F
1 鈴木秀男 県庁テニスクラブ 宇都宮 　高橋

2 髙橋忠伸 HONDA　T・C 宇都宮 　8-5 　高橋

3 板橋雄一 南那須ツアーズ 真岡 　縫田 　8-6

4 縫田邦彦 足利みなみ 足利 　8-6 　田沼

5 川島茂 ランチボックス 真岡 　川島 　8-3

6 渡辺博 ラヴフォーティ 鹿沼 　8-1 　田沼

7 山崎忠 サトウGTC 宇都宮 　田沼 　8-4

8 田沼正芳 ローズT・C 小山 　8-1

優勝

男子　４０才以上　(９名)　　　　　　宝積寺

　2005年　栃木県ベテラン選手権　(兼マスターズ予選)
男子　３５才以上　(21名)　　　　宝積寺

優勝



番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R 2R QF SF F
1 砺波哲也 足利みなみ 足利

2 ｂｙｅ１ 砺波

3 伊藤浩志 南那須TOURS 真岡 伊藤 8-0

4 津田真 ジャルダン 足利 WO 砺波

5 村上健次 真岡病院 真岡 8-2

6 bye9 村上

7 bye5 8-0

8 坂本義弘 TAテニス 宇都宮 砺波

9 相場智 ずうらしあ栃木 栃木 8-5

10 bye6 芹沢

11 芹沢千里 ジャルダン 足利 芹沢 8-5

12 高野義昭 ラヴフォーティ 鹿沼 8-0 菊地

13 bye10 8-3

14 山本和正 トキメック那須 黒磯 菊地

15 ｂｙｅ3 8-2

16 菊地則夫 RIZU 宇都宮 砺波

17 福田康之 石橋TTC 宇都宮 8-5

18 bye4 福田

19 坂本孝二 サンテニス 宇都宮 小田 8-4

20 小田哲也 HONDA　T・C 宇都宮 8-1 大森

21 酒井広行 ジャルダン 足利 寺崎 9-8（6）

22 寺崎達也 トキメック那須 黒磯 8-4 大森

23 bye7 8-4

24 大森芳位 宇都宮グリーン 宇都宮 宮部

25 浅香充宏 6-3RET

26 bye8

27 上野浩美 栃木銀行 宇都宮

28 bye11 宮部

29 宮部正章 サンテニス 宇都宮 WO

30 bye12 宮部

31 bye2 8-1

32 木野内勇一 ずうらしあ栃木 栃木

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R 2R QF SF F
1 橋本篤治 富士通那須 大田原

2 ｂｙｅ１ 橋本

3 川上治之 CP 佐野 川上 8-2

4 粕川幸司 ジャルダン 足利 WO 橋本

5 朝田輝穂 サンテニス 宇都宮 太田 8-3

6 太田誠二 泉テニスクラブ 矢板 8-2 森岡

7 bye3 RET

8 森岡清志 GE 真岡 橋本

9 佐藤英夫 宇都宮グリーン 宇都宮 8-2

10 bye4 佐藤

11 飯塚守 CP 佐野 飯塚 8-6

12 銭谷芳隆 富士通那須 大田原 8-3 川又

13 神山康洋 サンシンTC 宇都宮 川又 8-2

14 川又俊郎 宇都宮セントラル 宇都宮 8-1 川又

15 ｂｙｅ2 8-6

16 中山三男 みかも山TC 佐野

1 佐藤久和 ナマイTS 宇都宮

2 bye 佐藤

3 柴田良一 石橋TTC 宇都宮 柴田 8-4

4 植竹靖夫 宇都宮グリーン 宇都宮 8-4 猪瀬

5 青柳正敏 RSマイルド 宇都宮 藁科 8-3

6 藁科誠 ローズT・C 小山 WO 猪瀬

7 bye 8-2

8 猪瀬久男 宇都宮TC 宇都宮

優勝

優勝

優勝

男子　６０才以上　(６名)　　　　　　白沢

男子　５０才以上　(１２名)　　　　　　白沢

男子　４５才以上　(20名)　　　　白沢



番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R 2R QF SF F
1 宮幸子 GTCC 大田原

2 ｂｙｅ１ 　宮

3 bye7 　8-2

4 山本靖子 トキメック那須 黒磯 　佐藤

5 藤江敦子 KDDI HTC　１８０１ 小山 　8-2

6 bye5 　佐藤

7 bye3 　8-2

8 佐藤千恵子 エンデバー 小山 　松本

9 佐藤美枝子 フォールート 佐野 　8-6

10 bye4 　佐藤

11 渡邉己江子 宇都宮セントラル 宇都宮 　8-0

12 bye6 　松本

13 bye7 　8-6

14 髙橋由美子 HONDA　T・C 宇都宮 　松本

15 ｂｙｅ2 　8-1

16 松本恭子 CP 佐野

　Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ 松本 角 本田 竹澤 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

1 松本あさみ 那須田園 栃木 8-3 2-8 8-3 2-1 2
2 角佳代子 那須田園 黒磯 3-8 0-8 0-8 0-3 4
3 本田美智子 みかも山グリーンテニス 黒磯 8-2 8-0 8-2 3-0 1
4 竹澤ひろみ 3-8 8-0 2-8 1-2 3

優勝 本田美智子
準優勝 松本あさみ

女子　５５才以上　(４名)　　　　　　白沢

優勝

女子　４０才以上　(９名)　　　　　　宝積寺


