
2012年度

(JOPグレード　Ｅ２　　JTAワンコイン制度対象大会)　

◆　期　　日 ２０１２年４月７日（土）　9:00～15:00(本戦14:15　コンソレ15:00終了)

●　予備日　４月１４日(土)　屋板運動場

◆　会　　場 屋板運動公園　砂入り人工芝(全日　７面(NO4～10)　ＡＭ　２面(NO11～12)

◆　主　　催 栃木県テニス協会

◆　協　　賛

◆　主　　管

■　大会会長 増渕 賢一

■　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 柚木 忠夫

■　大会ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 井村 孝一

■　ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 寺崎達也 金成良二

■　レフェリー 金沢弘之　　

■　ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ

■　審　判　員 ＪＴＡ公認審判員(川副幸子　　吉田幸子)

雨天等による開催情報や緊急速報は左の情報ブログを御覧ください。

第９回　栃木県春季ベテランテニス選手権ダブルス  結果

㈱ダンロップスポーツマーケティング　　  　　　下野新聞社 　　

《　大　会　役　員　》

TTA

栃木県テニス協会

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



＊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７日（土） ■　会場　屋板運動公園　砂入り人工芝(９面)

　　会　場 　　　　　屋板運動公園
　　種　目    全種目

８：１５～８：４５

受付･集合時刻 8:50～諸注意後､9:00～9:20　練習開放(9面)　9:30～試合開始予定

最終試合 決勝まで予定　　(試合進行状況により､4/14(土)までかかる場合も有ります｡

[注意事項]

＊集合時間を過ぎた選手はNo Showとなります。

＊ 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。

＊ 順延の情報はＴＴＡホームページ情報ブログでご確認ください。

＊ 試合進行の状況により最終試合が変更となる場合があります。

＊ ﾄｰﾅﾒﾝﾄの初戦敗退者で､コンソレ実施を実施します｡コンソレ希望の方は､本部に申し込んで下さい｡

■　予備日　４月１４日（土）　屋板運動場　・砂入り人工芝

＊受付時刻は下記情報ブログに掲載してまいります。

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。

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 ・服装は倫理規定の「服装と用具のコード」に定められているテニスウェアを着用してください。
・長ズボン着用を認めますが、健康、天候等に問題がないときは、可能な限り正規のテニスウェアでプレーしてください。

・ウェアについて疑問がある場合は、試合前にレフェリーに確認を取ってください。

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 ●　全て　８ゲームズプロセットマッチ　　

　　　･　８ゲームズオール後は､７ポイントのタイブレーク

　　　　　　　　　　　　　　　　●　男子６５才　　女子５０､５５才-----リーグ戦　　他の年令は､トーナメント

　　                    　　　   ＊　全て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）　

＊ コンソレは、６ゲームズマッチ・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。

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 敗者に、次試合が初戦の場合、ウォームアップ（3分間）のタイムｷｰﾊﾟーをお願いします。
10 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。

11 表彰について
　      ●　実ﾄﾞﾛｰ数が､8以上---ﾍﾞｽﾄ4に賞状･賞品

　      ●　実ﾄﾞﾛｰ数が､8未満---賞状･賞品は優勝のみ

　　表彰式に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。　

大会案内

《注　意　事　項》

【温暖化防止チーム・チャレンジ２５％】

TTAとして､「自分のゴミ＋Ｏｎｅ運動＋エコキャップ」を実施します。自分のゴミと周りに落ちているゴミの持ち帰り運動の推進



番号 ｼｰﾄﾞ 登録番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R 2R SF F

G15973 増田英倫 サンテニス 宇都宮
G17169 藤沼善紀 BRUGE 下野

増田英倫

藤沼善紀

手塚貴寿 ナマイＴＳ 宇都宮 鈴木展明 80

三浦達也 ＨＴＣ 真岡 渡辺泰生

鈴木展明 足利ローン 足利 81 増田英倫

渡辺泰生 足利ローン 足利 藤沼善紀

石塚高志 ＢＴＣ 小山 81

関口紀雄 ＢＴＣ 小山
石塚高志

関口紀雄

WO

増田英倫

笠倉一寿 ｄｒｅａｍ 小山 藤沼善紀

真中昭広 ｄｒｅａｍ 小山 81

丸茂光司 キヤノン 宇都宮
杉山易 キヤノン 宇都宮

梅津京

大貫潤

81

Ｇ16313 梅津京 ＣＴＣ 大田原 津浦隆之

Ｇ14679 大貫潤 stringingでこや 大田原 宮澤保志

伊藤健志 サンテニス 宇都宮 伊藤健志 83 増田英倫 サンテニス

石塚敬一 サンテニス 宇都宮 石塚敬一 藤沼善紀 BRUGE

羽鳥賢治 ローズＴＧ 小山 97 津浦隆之 津浦隆之 フィナリスタ

北原佳則 ローズＴＧ 小山 宮澤保志 宮澤保志 足利ローン

81 石塚高志 ＢＴＣ

関口紀雄 ＢＴＣ

G18532 津浦隆之 フィナリスタ 真岡 梅津京 ＣＴＣ

G17912 宮澤保志 足利ローン 足利 大貫潤 stringingでこや

番号 ｼｰﾄﾞ 登録番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R SF F

G16604 鈴木秀男 県庁テニスクラブ 宇都宮
G16600 渡邊隆典 ＲＩＺＵ 宇都宮

落合聡

長島貴幸

落合聡 サンテニス 宇都宮 81

G18203 長島貴幸 ラフィエスタ 大田原
落合聡

長島貴幸

G14965 鈴木和彦 足利ラブ・オール 足利 阿久津定之 97

柏崎佳之 足利グリーン 足利 福田裕之

阿久津定之 県庁テニスクラブ 宇都宮 86 吉川典男

福田裕之 ＲＡＳＨ 宇都宮 町井浩美

97 落合聡 サンテニス

長島貴幸 ラフィエスタ

吉川典男 ウィンディ 宇都宮 吉川典男 ウィンディ

町井浩美 ウィンディ 宇都宮 町井浩美 ウィンディ

　優勝

準優勝

三位

三位

8 2

ｂｙｅ 　優勝

準優勝

6

7

4
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5

ｂｙｅ

ｂｙｅ

3
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11 ｂｙｅ

12
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9
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優勝
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辞退

◆　男子　３５･４０才　　参加人員　１０組　　　配点表　ｃ

1 1

2 ｂｙｅ

3

4

5

第９回　栃木県春季ベテランテニス選手権ダブルス　 (JOPグレード　Ｅ２　　JTAワンコイン制度対象大会)

◆　男子　４５才　　参加人員　５組　　　配点表　ｄ　　

1 1

6 ｂｙｅ

7 ｂｙｅ

ｂｙｅ

8



番号 ｼｰﾄﾞ 登録番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R SF F

G10691 砺波哲也 チームＵ＆Ｔ 足利
G14882 縫田邦彦 足利みなみテニスクラブ 足利

砺波哲也

縫田邦彦

平野一彦 青葉ＴＣ 小山 平野一彦 81

山中敏秀 ウィッチーズ 小山 山中敏秀

赤川勝憲 でこや 大田原 83 福田康之

寺崎達也 ときめき那須ＴＣ 那須塩原 矢挽忠雄

北林優 足利ローン 足利 北林優 86

川島正巳 サンデー 足利 川島正巳

後藤久男 県庁テニスクラブ 宇都宮 82 福田康之

磯野和雄 県庁テニスクラブ 宇都宮 矢挽忠雄

芹沢千里 足利ローン 足利 福田康之 82

酒井広行 ジャルダン 足利 矢挽忠雄 福田康之 BRUGE

福田康之 BRUGE 下野 85 矢挽忠雄 BRUGE

矢挽忠雄 BRUGE 下野 砺波哲也 チームＵ＆Ｔ

縫田邦彦 足利みなみテニスクラブ

NO ｼｰﾄﾞ 登録番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R F

鈴木幸夫 ＣＴＣ 大田原 鈴木幸夫

藤瀬正邦 東芝那須 大田原 藤瀬正邦

福地正次 クロスポイント 佐野 85 鈴木幸夫

清水忠男 クロスポイント 佐野 藤瀬正邦

G16311 村上郁夫 大田原レオ 大田原 村上郁夫 81

G15738 人見正二 大田原レオ 大田原 人見正二

半田守可 Team Yossy 宇都宮 WO 鈴木幸夫 ＣＴＣ

村上伸夫 Team Yossy 宇都宮 藤瀬正邦 東芝那須

村上郁夫 大田原レオ

人見正二 大田原レオ

NO シード 登録番号 氏　　　名 　クラブ名 協会名 稲田･岡本 開発･菊地 飯塚･川上 勝敗 順位
G10622 稲田貞夫 黒磯クラブ 那須塩原 80 68 1-1 ２
G10621 岡本美好 黒磯クラブ 那須塩原

開発昭男 那須高久ヒルズテニスクラブ 那須塩原 08 08 0-2 ３
菊地実 黒磯テニスクラブ 那須塩原
飯塚守 クロスポイント 佐野 86 80 2-0 １

G05306 川上治之 クロスポイント 佐野
試合順序　NO1－NO2　NO2－NO3　NO1－NO3　　　　3名のリーグ戦で､同順位は総ｹﾞｰﾑ数の取得ｹﾞｰﾑ数で決定する｡

飯塚守 クロスポイント 稲田貞夫 黒磯クラブ

川上治之 クロスポイント 岡本美好 黒磯クラブ

<コンソレ>
　男子　３５･４０才

手塚貴寿 ナマイＴＳ 宇都宮 羽鳥賢治
三浦達也 ＨＴＣ 真岡 北原佳則
羽鳥賢治 ローズＴＧ 小山 61
北原佳則 ローズＴＧ 小山

　男子　４５才
鈴木秀男 県庁テニスクラブ 宇都宮 鈴木秀男
渡邊隆典 ＲＩＺＵ 宇都宮 渡邊隆典
鈴木和彦 足利ラブ・オール 足利 61
柏崎佳之 足利グリーン 足利

　男子　５０才+５５･６０才
赤川勝憲 でこや 大田原 赤川勝憲
寺崎達也 ときめき那須ＴＣ 那須塩原 寺崎達也
後藤久男 県庁テニスクラブ 宇都宮 63 芹沢千里
磯野和雄 県庁テニスクラブ 宇都宮 酒井広行
芹沢千里 足利ローン 足利 芹沢千里 62
酒井広行 ジャルダン 足利 酒井広行
福地正次 クロスポイント 佐野 61
清水忠男 クロスポイント 佐野

4
優勝

5

3

　優勝

8 2
準優勝

6

7

◆　男子　５０才　　　参加人員　７組　　　配点表　ｄ

1 1

2 ｂｙｅ

　優勝
3

4
4/7辞
退

　優勝

◆　男子　６５･７０才　　　参加人員　４組　　　配点表　ｅ　　

第９回　栃木県春季ベテランテニス選手権ダブルス　 (JOPグレード　Ｅ２　　JTAワンコイン制度対象大会)

◆　男子　５５･６０才　　　参加人員　４組　　　配点表　ｅ　　

１ 1

1 1

2

準優勝

２
4/4辞
退

３

7

2

準優勝

3

14

1

優勝

5

4

6



番号 ｼｰﾄﾞ 登録番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R SF F

宮川宣子 ローズＴＧ 小山
L10636 滝川君代 クールライフスポーツ 宇都宮

宮川宣子

滝川君代

L10115 大貫葉子 でこや 大田原 齊藤敦子 82

高橋由美子 ＨＴＣ 真岡 小林幸子

齊藤敦子 AmigoT.C 宇都宮 85 宮川宣子

小林幸子 AmigoT.C 宇都宮 滝川君代

大島命子 フォールート 佐野 大島命子 83

佐山幸子 エンデバー 小山 佐山幸子

増田紀子 足利ローン 足利 86 菅野喜久江

L10968 磯貝美恵子 ＨＩＴ 宇都宮 藤田元

手塚和子 ナマイＴＳ 宇都宮 菅野喜久江 82

岸本由美子 BURJ 小山 藤田元 宮川宣子 ローズＴＧ

菅野喜久江 ＲＩＺＵ 宇都宮 81 滝川君代 クールライフスポーツ

L10839 藤田元 みはらレディース 大田原 菅野喜久江 ＲＩＺＵ

藤田元 みはらレディース

NO ｼｰﾄﾞ 登録番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R F

L07481 松本恭子 クロスポイント 佐野 松本恭子

L11075 落合真由美 ＵＩＴＣ 鹿沼 落合真由美

江口幸枝 ＮＡＯ 宇都宮 82 松本恭子

田代サチ子 ＧＴＣＣ 大田原 落合真由美 優勝
平野浩子 チームトマト 小山 吉田節子 82

山中吉子 ウィッチーズ 小山 陣之内康子

吉田節子 アイボさくら 宇都宮 86 松本恭子 クロスポイント

陣之内康子 FAIR WIND 宇都宮 落合真由美 ＵＩＴＣ

吉田節子 アイボさくら

陣之内康子 FAIR WIND

NO シード 登録番号 氏　　　名 　クラブ名 協会名 神門･生井 赤川･野村 田那部･高橋 勝敗 順位
神門由美 ＦＴＳ 宇都宮 81 83 2-0 １
生井美智子 サンテニス 宇都宮
赤川厚子 ときめき那須ＴＣ 那須塩原 18 68 0-2 ３
野村香世子 スペース135 那須塩原
田那部久美子 FAIR WIND 宇都宮 38 86 1-1 ２
高橋仁美 コマツレディース 小山

試合順序　NO1－NO2　NO2－NO3　NO1－NO3　　　　3名のリーグ戦で､同順位は総ｹﾞｰﾑ数の取得ｹﾞｰﾑ数で決定する｡

神門由美 ＦＴＳ 田那部久美子 FAIR WIND
生井美智子 サンテニス 高橋仁美コマツレディース

NO シード 登録番号 氏　　　名 　クラブ名 協会名 大塚･鹿野 早川･小坂 高澤･久保田 勝敗 順位
L10257 大塚綾子 ＲＩＺＵ 宇都宮 85 68 1-1 ２

鹿野豊子 サンライズ 小山
L05274 早川美枝子 昭和電工マスターズ 小山 58 68 0-2 ３
L04074 小坂晴美 フォールート 佐野

高澤千恵子 足利みなみテニスクラブ 足利 86 86 2-0 １
久保田和希子 足利みなみテニスクラブ 足利

試合順序　NO1－NO2　NO2－NO3　NO1－NO3　　　　3名のリーグ戦で､同順位は総ｹﾞｰﾑ数の取得ｹﾞｰﾑ数で決定する｡

高澤千恵子 足利みなみテニスクラブ 大塚綾子 ＲＩＺＵ

久保田和希子 足利みなみテニスクラブ 鹿野豊子 サンライズ

<コンソレ>
　女子　４０才 大貫･高橋 増田･磯貝 手塚･岸本 勝敗 順位

L10115 大貫葉子 でこや 大田原 36 36 0-2 ３

高橋由美子 ＨＴＣ 真岡

増田紀子 足利ローン 足利 63 62 2-0 １

L10968 磯貝美恵子 ＨＩＴ 宇都宮

手塚和子 ナマイＴＳ 宇都宮 63 26 1-1 ２

岸本由美子 BURJ 小山
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３

優勝 準優勝

準優勝

3

◆　女子　５５才　　　参加人員　３組　　　配点表　ｅ

１ 1

２

　優勝

8 2
準優勝

ｂｙｅ

1 1

7

優勝

1 1

2

3

4

2

２

３

6

準優勝

１

◆　女子　５０才　　　参加人員　３組　　　配点表　ｅ

1

3

◆　女子　４５才　　　参加人員　４組　　　配点表　ｅ

7

第９回　栃木県春季ベテランテニス選手権ダブルス　 (JOPグレード　Ｅ２　　JTAワンコイン制度対象大会)
◆　女子　４０才　　参加人員　７組　　　配点表　ｄ

4 2 　優勝

優勝
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