
　2008年度

◆　主　　催 ： 栃木県教育委員会・栃木県テニス協会

◆　協　　賛

下野新聞社

◆　主　　管 ： ベテラン委員会 ◆　協力 競技運営委員会

◆　担当 ： ベテラン委員会

◆　期　　日 ： 2008年5月18日(日)9:00～14:30　　　　・予備日　5月24日(土)

　

◆　会　　場 ： 屋板運動場　　　　＊砂入り人工芝　

　・予備日　　　5月24日(土)屋板運動場　　　＊砂入り人工芝

■　大会会長 増渕 賢一

■　大会副会長 木村 和正

■　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 権守 仁彦 久保田 浩文 　　青柳 良延

■　大会ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 井村 孝一 ■　副大会ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　　　猪瀬久男　　寺崎達也

■　レフェリー 新井隆

■　審　判　員 ＪＴＡ公認審判員

＊多少の雨でも実施しますので、会場へ集合してください。

■　５月１８日（日） ■　会場　屋板運動場　砂入り人工芝　(NO4～12)

　３０・４０・５０才以上の各ミックスダブルス

　　　　  ８：４５～９：００

　　9:00～開会式後､9:15～試合開始予定

　　　　　決勝まで予定　　

＊ コンソレは初戦終了次第実施しますので､ご参加下さい｡

＊ 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。

全国スポーツレクリェーション祭　栃木県予選 　結果

種目

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/

《　大　会　役　員　》

㈱ダンロップスポーツ    （株）ケイエルエス

シーデーピージャパン㈱　　関東エコリサイクル（株）　　ユニティダイワ（株）

TTA

大会案内

受付･集合時刻

最終試合



■　予備日　5月24日(土)　屋板運動場　　　・砂入り人工芝

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、定刻までに参集下さい。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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　全国大会と同様､全試合ノーアドバンテージ方式を　採用します｡

　　　　　　　　　　　　　＊ コンソレは、６ゲームマッチ・ノーアドバンテージ方式とします。

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。また決勝はSCU方式を予定しています。

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 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）に加入。ケガをされた方は、大会本部まで申出てください。

10 表彰について

●　表彰式は､全試合の決勝戦が終了してから行います.。入賞者は必ず出席するようにしてください。

　　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。　

●　賞状と賞品 区分 賞状 賞品 区分 賞状 賞品

40才､50才 ベスト４以上 ベスト４以上 30才 準優勝まで 優勝

<コンソレ結果>
　(40才ミックス)

　　(30才ミックス)

　(50才ミックス)

《注　意　事　項》

黒須･福田 富田･清野 田中･岩垂 勝敗 順位
黒須純一 6-3 4-6 1-1 2
福田清香
富田匠一 3-6 3-6 0-2 3
清野浩子
田中宏征 6-4 6-3 2-0 1
岩垂桃香

6

7

3

A 松江･松江 糸山･糸山 高橋･高橋 勝敗 順位
松江賢治 0-6 4-6 0-2 ３
松江郁子
糸山芳孝 6-0 2-6 1-1 ２
糸山礼子

高橋由美子 6-4 6-2 2-0 １
高橋忠伸

B 神戸･神戸 山中･山中 岩見･杉本 勝敗 順位
神戸勝利 3-6 0-6 0-2 ３
神戸美紀
山中敏秀 6-3 3-6 1-1 ２
山中吉子
岩見俊男 6-0 6-3 2-0 １
杉本則子

15

7

9

11

3

6

高橋由美子
高橋忠伸 山中･山中
山中敏秀 '6-4
山中吉子 岩見･杉本
糸山芳孝 6-2
糸山礼子 岩見･杉本
岩見俊男 6-1
杉本則子

天野･宇賀神 豊田･豊田 長沢･星野 森田･森田 佐藤･黒川 勝敗 総ｹﾞー ﾑ数 勝ｹﾞー ﾑ数 得ｹﾞｰﾑ率 順位
天野明美 4-6 7-5 1-6 6-0 2-2 3
宇賀神誠

豊田日出夫 6-4 1-6 3-6 2-6 1-3 34 12 35.3% 5
豊田英子
長沢正 5-7 6-1 5-7 5-7 1-3 43 21 48.8% 4

星野恵子
森田秀夫 6-1 6-3 7-5 2-6 3-1 36 21 58.3% 1
森田京子
佐藤守男 0-6 6-2 7-5 6-2 3-1 34 19 55.9% 2
黒川怜子

16

3

8

12

14



NO 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード １R SF F
増田英倫 サンテニス 宇都宮
菊池千絵 C-Spirit 宇都宮

bye
増田･菊池

黒須純一 ヨックモック 日光 8-2
福田清香 ヨックモック 日光 斉藤･阿久津
斉藤充 Team　Yossy 宇都宮 9-7

阿久津裕子 Team　Yossy 宇都宮 増田･菊池
高山剛 ＧＴＣＣ 大田原 8-1

高山恵子 ＧＴＣＣ 大田原 高山･高山
富田匠一 ＴＴＮＣ 宇都宮 8-3
清野浩子 ＴＴＮＣ 宇都宮 村上･後藤

田中宏征 ＴＴＮＣ 宇都宮 8-3 優勝 増田･菊池
岩垂桃香 ＴＴＮＣ 宇都宮 村上･後藤 準優勝 村上･後藤
村上伸夫 Team　Yossy 宇都宮 8-2
後藤景子 つばめがえし 小山

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R 2R SF F
　 能勢靖治　　 ランチＢＯＸ 真岡

藤瀬真理 みはらレディース 大田原

能勢･藤瀬
松江賢治 Ｄ－Ｓｔａｆｆ 鹿沼 8-3
松江郁子 Ｄ－Ｓｔａｆｆ 鹿沼 土谷･土谷
土谷秀樹 野木テニス愛好会 小山 8-4

土谷ひとみ 野木テニス愛好会 小山 去田･生井
吉川典男 ウィンディ 宇都宮 8-5

大塚美智子 ナマイＴＳ 宇都宮 吉川･大塚
糸山芳孝 スリーピング・シープ 宇都宮 8-4
糸山礼子 Team　HOWDY 宇都宮 去田･生井

高橋由美子 HONDA T.C 宇都宮 8-0
高橋忠伸 HONDA T.C 宇都宮 去田･生井
去田稔 ラブオール 足利 8-1 去田･生井

生井美智子 サンテニス 宇都宮 8-1
神戸勝利 ＫＴＣ 下野
神戸美紀 ＫＴＣ 下野 西山･西山
西山研 真岡ＳＴＣ 真岡 8-5

西山文子 FAIR WIND 宇都宮 大橋･工藤
山中敏秀 ウィッチーズ 小山 8-1
山中吉子 ウィッチーズ 小山 大橋･工藤
大橋正人 ＫＴＣ 下野 8-1
工藤千寿 富士通 小山 大橋･工藤
佐藤誠一 ＫＴＣ 下野 8-6
佐藤桂子 ＫＴＣ 下野 佐藤･佐藤
高久応志 スペース１３５ 那須塩原 8-5 優勝 去田･生井
橋本美樹 スペース１３５ 那須塩原 佐藤･佐藤 準優勝 大橋･工藤
岩見俊男 Ｉ・Ｔ・Ｃ 矢板 9-7 ３位 能勢･藤瀬
杉本則子 ＭＴＣ 宇都宮 大貫･大貫 ３位 佐藤･佐藤
大貫潤 ＧＴＣＣ 大田原 8-5

大貫葉子 ＧＴＣＣ 大田原

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R 2R SF F
藤瀬正邦 東芝那須 大田原
大塚綾子 ＲＩＺＵ 宇都宮

藤瀬･大塚
天野明美 真岡ＳＴＣ 真岡 8-1
宇賀神誠 ＫＧＴＣ 真岡

藤瀬･大塚
菊地則夫 ＲＩＺＵ 宇都宮 8-4

松本あさみ 那須田園テニスクラブ 那須塩原

菊地･松本
小堀和夫 グリム石橋 宇都宮 8-3
吉場和枝 ＴＣプラネット 宇都宮 小堀･吉場

豊田日出夫 自治医大教職員テニス同好会 小山 小林･小野
豊田英子 自治医大教職員テニス同好会 小山 8-4

寺崎達也 トキメックテニスクラブ 那須塩原
柴田道子 トキメックテニスクラブ 那須塩原 寺崎･柴田

8-5

長沢正 クロワッサン 那須塩原
星野恵子 スペース１３５ 那須塩原 小林･小野
小林雅治 サンテニス 宇都宮 8-3
小野久子 サンテニス 宇都宮 小林･小野
森田秀夫 野木テニス愛好会 小山 8-3 優勝 小林･小野
森田京子 野木テニス愛好会 小山 小林･小野 準優勝 藤瀬･大塚

8-4 ３位 菊地･松本
３位 寺崎･柴田

佐藤守男 昭和電工マスターズ 小山
黒川怜子 ローズＴＧ 小山

15

16 2

bye

13

bye

優勝

9

10

bye

8

14

11

12

3

bye

7

bye

4

5

7

6

6

8 2

3

3

4

　2008年　全国スポーツレクリェーション祭　栃木県予選
ミックスダブルス　３０才以上　(参加　７名､ドロー数８)　　　　

1 1

2

ミックスダブルス　４０才以上　(参加　１５名､ドロー数１６)　　　　

bye

1 1

優勝
5

4

2

10

5 3～4

6

14

7

3～4

8

9

15

12

優勝

16 2

11

13

ミックスダブルス　５０才以上　(参加　１0名､ドロー数１６)　　　　

1 1

2 bye


