
番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R 2R SF F

坂田陽一 フィナリスタ 真岡

田村亜紀子 RIZU 宇都宮

坂田･田村

水沼孝恵 くらぶラケット 真岡 8-0

市川泰世 県庁ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 宇都宮 斉藤･阿久津

斉藤充 FAIR WIND 宇都宮 8-5

阿久津裕子 FAIR WIND 宇都宮 坂田･田村

小嶋裕一 Team Yossy 宇都宮 8-2

小嶋栄美 Team Yossy 宇都宮

小嶋･小嶋

市川聡 くらぶラケット 真岡 WO

岡本優子 くらぶラケット 真岡
坂田･田村
8-3

半田守可 Team Yossy 宇都宮

鈴木直子 Team Yossy 宇都宮

半田･鈴木
WO

高山剛 ＧＴＣＣ 大田原

水田恵子 ＧＴＣＣ 大田原 竹澤･中山

中村良 ハミングバード 宇都宮 8-2

三浦雅子 ハミングバード 宇都宮

竹澤･中山
8-3

竹澤信隆 くらぶラケット 真岡

中山晴美 たかはら 矢板 　優勝 坂田･田村

　準優勝 竹澤･中山

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R 2R SF F

寺崎達也 トキメック 那須塩原

木村千晴 アップル 那須塩原 寺崎･木村

松江賢治 D-STAFF 鹿沼 8-2

松江郁子 D-STAFF 鹿沼 寺崎･木村

大杉博海 Team HOWDY 宇都宮 8-4

大杉まり子 Ｍ’ｓ 宇都宮 大杉･大杉

西山研 真岡ＳＴＣ 真岡 8-5

西山文子 宇都宮セントラルテニスクラブ 宇都宮 寺崎･木村

藤瀬正邦 東芝那須 大田原 8-4

藤瀬真理 みはらレディース 大田原 藤瀬･藤瀬

大貫潤 ＧＴＣＣ 大田原 8-5

大貫葉子 ＧＴＣＣ 大田原 藤瀬･藤瀬

田中道雄 KAO T.T. 宇都宮 4-7　RET

田中明子 県庁ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 宇都宮 羽鳥･大島

羽鳥賢次 ローズＴＧ 小山 8-6 渡辺･松沼

大島命子 フォールート 佐野 9-7

吉川典男 ウィンディ 宇都宮

大塚美智子 ナマイＴＳ 宇都宮 吉川･大塚

土谷秀樹 野木愛好会 小山 8-4

土谷ひとみ 野木愛好会 小山 吉川･大塚

手塚公二 ハミングバード 宇都宮 8-6

川井恵子 ハミングバード 宇都宮 高橋･高橋

高橋忠伸 HONDA T.C 宇都宮 8-5

高橋由美子 HONDA T.C 宇都宮 渡辺･松沼

久郷英男 ＧＴＣＣ 大田原 8-3

宮幸子 ＣＴＣ 大田原 岩見･杉本

岩見俊男 Ｉ・Ｔ・Ｃ 矢板 8-6

杉本則子 ＭＴＣ 宇都宮 渡辺･松沼

佐藤誠一 ＫＴＣ 小山 8-3

佐藤桂子 ＫＴＣ 小山 渡辺･松沼

渡辺努 ローズＴＧ 小山 8-2

松沼文子 ローズＴＧ 小山 　優勝 渡辺･松沼

　準優勝 寺崎･木村

氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 津田･八筬 中川･岸 福田･岡田 勝敗 順位
津田眞 ジョルダン 足利 8-4 3-8 １－１ ２

八筬ミツ子 ローズＴＧ 小山
中川英則 古河日光 日光 4-8 5-8 ０－２ ３
岸幸栄 今市テニスクラブ 日光

福田利彦 ＭＴＣ 宇都宮 8-3 8-5 ２－０ １
岡田律子 ＭＴＣ 宇都宮

試合順序　　　1-2　　2-3　　1-3　　
　優勝 福田･岡田
　準優勝 津田･八筬

　2007年　全国スポーツレクリェーション祭　栃木県予選
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