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◆　主　　催 ： 栃木県教育委員会・栃木県テニス協会

◆　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 ： 2011年6月4日(土)　９：００～１７：４５　　　・予備日　6月11日(土)
　

◆　会　　場 ： 井頭公園　　　　＊砂入り人工芝(１０面)　

　・予備日　　　井頭公園　　　　＊砂入り人工芝(１０面)　　　

◆　協　　賛 ㈱ダンロップスポーツ　　   ㈱ケイ・エル・エス　　　下野新聞社 　　

■　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 吉井 正光 　　

■　大会ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 井村 孝一

■　レフェリー 新井隆

■　審　判　員

雨天による開催情報や緊急速報は左の情報ブログをご覧ください。

TTA

全国スポーツレクリェーション祭　栃木県予選  結果

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/

｢スポレク”エコとちぎ２０１１”｣　栃木県予選｣

《　大　会　役　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。

■　６月４日（土） ■　会場　井頭公園　　　　＊砂入り人工芝(１０面)

　３０・４０・５０才以上の各ミックスダブルス

　　　　  ８：1０～８：４５

　　8:15～8:45　練習開放　8:45～諸注意　9:00～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。

■　予備日　６月１１日（土）　井頭公園　　　　＊砂入り人工芝(１０面)　

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(２７チームの団体戦であり､下記方法で試合実施､全国大会と同じ)

　●　本戦は全て､ｼｮｰﾄｾｯﾄの4ｹﾞｰﾑｽﾏｯﾁ､4-4で７ﾎﾟｲﾝﾄのﾀｲﾌﾞﾚｰｸ､ノーアドバンテージ方式

　●　ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ方式も全て、ｼｮｰﾄｾｯﾄの4ｹﾞｰﾑｽﾏｯﾁ､4-4で７ﾎﾟｲﾝﾄのﾀｲﾌﾞﾚｰｸ､ノーアドバンテージ方式

＊ 万一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(予定)。

　6/11本戦 ｼｮｰﾄｾｯﾄの4ｹﾞｰﾑｽﾏｯﾁ､4-4で７ﾎﾟｲﾝﾄのﾀｲﾌﾞﾚｰｸ､ノーアドバンテージ方式

　6/11ｺﾝｿﾚ ７ﾎﾟｲﾝﾄのﾀｲﾌﾞﾚｰｸﾏｯﾁ､ノーアドバンテージ方式

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各人サービス６本のみとします｡

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

団体(１～３位) ベスト３以上 ベスト３以上

団体(４～８位) 団体賞状

◆　全国大会

 　　①第24回全国スポ-ﾂレクリエーション祭は、栃木県で開催

　　　　＊団体１～４位は､栃木県の代表として全国大会に出場していただきます。
　　　　＊他の都道府県の出場状況により､５～１６位から順次繰り上げて全国大会に出場の可能性があります｡

　　7/8各都道府県締切－7/22各都道府県の変更届締切

大会案内

受付･集合時刻

最終試合

《注　意　事　項》

種目



NO シード等 チーム名 １R ２R QF SF F

3位決定戦

27
２１ ２１

３０

２０

２１

２０
        4位以上代表決定

２１

２０

３０

２１

２１

２１

３０

２０

２１

２０

３０
２１

３０

３０

２０

３０

２０

２１

２０

２１

２１

(参考)
　1)シード数

24～32人 8 NO9､24 NO8､16､17､25

　2)全国大会　(昨年の富山大会では､富山県代表が９チーム出場)

くまさんﾁｰﾑ

さくら

足利学校

アジャファイティン！　

タージマハール

Space135

Ｃａｔｓ

ファミリーズ

bye

bye

ルート５０

サンテニス

ドラえもんズ

アンシャンテ

bye

栃木銀行

bye

優勝

準優勝

３位

やおちゃんず
サンテニス

くまさんﾁｰﾑ

うさぎちゃん

ﾁｰﾑ･ますます良くなる

マドンナ会

Team '60

｢スポレクエコとちぎ２０１１｣　栃木県予選　(本戦)

bye Ｗｉｎｎｅｒｓ

ＫＴＣ

自治職

優勝

Ｗｉｎｎｅｒｓ

アップル

はだしのゼニさんず

でこや

ノーザンオールスターズ 

ウィンディⅡ

Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ

5

6

4位 Ｗｉｎｎｅｒｓ

14

9 3～4

3

4

1 1 うさぎちゃん

2

10

7

8 5～8

15

11

12

13

18

19

16 5～8

17 5～8

22

23

20

21

26

25 5～8

30

28

29

27

32 2 くまさんﾁｰﾑ

24 3～4

31

　全国大会内容(スポレク エコ とちぎ２０１１)

期　日　　平成２３年１１月６日（日）・７日（月）　

会　場　　栃木県総合運動公園テニス場　コート/屋外：（砂入り人工芝１６面）

参加チームは、各都道府県１チーム、韓国代表２チーム、栃木県４チームとする。

　　　ただし、不参加のチームがあれば、栃木県 から補充することができる。

チーム編成は､監督(兼選手可)＋年齢別男女混合ダブルス３組＋交代員(1組)

試合順序は、①５０歳以上、②４０歳以上、③３０歳以上とするが、

　　　２試合以上を同時に行うこともある

１１月６日（日） １１月７日（月）

開始式　予選リーグ 決勝トーナメント　　表彰式



NO チーム名 説明内容 １R ２R QF SF F
NO25～32のＱＦ戦敗者①

NO23の敗者 8位以内内定

NO25～32の①と同一ﾌﾞﾛｯｸ ２０
２Ｒの敗者
3-4の敗者 ２０
NO1の敗者
5-6の敗者 ３０
NO2の敗者
7-8の敗者 ２１
NO3の敗者

２０

NO25～32の①と別ﾌﾞﾛｯｸ
２Ｒの敗者

NO17～24のＱＦ戦敗者② 20
NO22の敗者

NO17～24の②同一ﾌﾞﾛｯｸ ２１
２Ｒの敗者
11-12の敗者 ２１
NO4の敗者
13-14の敗者 ３０
NO5の敗者

２１

NO17～24の②と別ﾌﾞﾛｯｸ
２Ｒの敗者 　５･６位決定戦

NO9～16のＱＦ戦敗者③ 21
NO21の敗者

17-18の敗者 ２０
NO6の敗者

NO9～16の③と同一ﾌﾞﾛｯｸ ２１
２Ｒの敗者
19-20の敗者 ３０
NO7の敗者
21-22の敗者 ２１
NO8の敗者

２１

NO9～16の③と別ﾌﾞﾛｯｸ
２Ｒの敗者

NO1～8のＱＦ戦敗者④ 21
NO20の敗者

25-26の敗者 ２１
NO9の敗者

NO1～8の④と同一ﾌﾞﾛｯｸ ２０
２Ｒの敗者
27-28の敗者 ２０
NO10の敗者 　コンソレベスト４で､７･８位決定戦
29-30の敗者 ２１
NO11の敗者

２０ 21

NO1～8の④と別ﾌﾞﾛｯｸ
２Ｒの敗者

９～16位は､ジャンケンで順位決定 17位以下は無
  ベスト１６の残りで９～１６位を決める｡

監督抽選(不在の時､理事長代行)

理事長による抽選

９位 はだしのゼニさんず

１３位

31

32 ＫＴＣ

bye

Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ

Ｃａｔｓ

24

17

18

19

20

21

22

23

3 アジャファイティン！　

ファミリーズ

ノーザンオールスターズ 

でこや

栃木銀行

マドンナ会

タージマハール

4 自治職

5 アップル

１１

12

13

６

７

８

９

10

14

15

16

5位 ノーザンオールスターズ 

6位 アジャファイティン！　

１６位 ﾁｰﾑ･ますます良くなる

Team '60

１０位 Ｃａｔｓ

１４位 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ

１１位 足利学校

１５位 栃木銀行

１２位 ファミリーズ

26

27

29 さくら

30 やおちゃんず 50の敗者

51の敗者

ウィンディⅡ

さくら

｢スポレクエコとちぎ２０１１｣　栃木県予選　(ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｺﾝｿﾚｰｼｮﾝ　本戦ＱＦ敗者等含む)

bye2

ドラえもんズ１

25 ﾁｰﾑ･ますます良くなる

アンシャンテ

28 はだしのゼニさんず

bye

bye

bye

bye

足利学校

ウィンディⅡ

bye

bye

bye

Space135

Team '60

ルート５０



　　　　　　　　　　　　　　　スポレクエコとちぎ２０１１　県予選参加申込書(ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ)団体戦　　　　　11.6.4　(井村)

　２７チームも参加いただき有難うございます｡大会前日迄に変更ある場合は､井村にメール(kouichiimura@ybb.ne.jp)に

連絡下さい｡６／４(土)大会当日は､２名のみ変更可で､３名を超えるとその対戦は負けとなりますので為念｡

NO 　ﾁｰﾑ名 区分 　　ﾍﾟｱ男子 　　ﾍﾟｱ女子 監督名

受付 氏　名 所　属 協　会 氏　名 所　属 協　会

1 ドラえもんズ 30才代 小祝　岳夫 シャープ 大田原 大山千恵子 HIT 宇都宮

５～８シード 40才代 河井　晃 キャノン 宇都宮 藤瀬　真理 みはらﾚﾃﾞｨｰｽ 大田原

50才代 藤瀬　正邦 東芝那須 大田原 堤　千鶴子 GTCC 大田原

交代員

2 30才代 内海　義啓 足利みなみ 足利 三田久美枝 足利ローン 足利 縫田邦彦

40才代 鈴木　和彦 ラブ・オール 足利 福岡　幸江 チームU&T 足利

50才代 縫田　邦彦 足利みなみ 足利 小林　寿子 チームU&T 足利

交代員 三田　純生 スイートピー 足利 鈴木　貴子 ラヴオール 足利

3 自治職 30才代 外石　充 自治職 小山 岡本　恵子 BRUGE 下野

40才代 野沢　幸男 自治職 小山 松本恵美子 自治職 小山

50才代 豊田日出夫 自治職 小山 豊田　英子 自治職 小山

交代員

4 やおちゃんず 30才代 堀江　達良 ローズTG 小山 伊藤　涼子 ペパーミント 小山 大川　修

40才代 関根　好克 ローズTG 小山 八筬　ミツ子 ローズTG 小山

50才代 大川　修 ローズTG 小山 鹿野　豊子 サンライズ 小山

交代員

5 はだしのゼニさんず30才代 梅津　京 ＣＴＣ 大田原 室井  華 amigoT.C. 大田原 梅津　京

40才代 和気勝利 GTCC 大田原 宮　　幸子 ＣＴＣ 大田原

50才代 銭谷　芳隆 富士通那須 大田原 舘脇  浩子 GTCC 大田原

交代員

6 うさぎちゃん 30才代 小竹　俊行 ﾗﾌﾞｵｰﾙ 足利 藁科 由紀子 ﾛｰｽﾞTG 小山 長谷川加代子

１シード 40才代 落合　聡 ｻﾝﾃﾆｽ 宇都宮 落合 真由美 ＵＩＴＣ 鹿沼

50才代 宮部　正章 ｻﾝﾃﾆｽ 宇都宮 佐藤 美枝子 ﾌｫｰﾙｰﾄ 佐野
交代員

7 Space135 30才代 松本忠司 Space135 那須塩原 森郁恵 Space135 那須塩原 野間直記

40才代 野間直記 Space135 那須塩原 橋本美樹 Space135 那須塩原

50才代 高久応志 Space135 那須塩原 林桂子 swing 大田原

交代員 坂田隆治 Space135 那須塩原 津久井清美 黒磯TC 那須塩原

8 Team '60 30才代 斉藤充 Team Yossy 宇都宮 阿久津裕子 宇都宮 Team Yossy 半田守可

40才代 高橋忠伸 HTC 真岡 高橋由美子 真岡 HTC

50才代 半田守可 Team Yossy 宇都宮 田中明子 宇都宮 RIZU

交代員 小嶋裕一 Team Yossy 宇都宮 小嶋栄美 Team Yossy 宇都宮

9 でこや 30才代 小森谷 和也 ITC 矢板 室井　正子 シャープ 大田原 大貫潤

40才代 大貫　潤 でこや 大田原 大貫　葉子 でこや 大田原

50才代 赤川　勝憲 でこや 大田原 柴田　道子 ときめき那須 那須塩原
交代員

10 ノーザン 30才代 石倉史郎 でこや 大田原 深澤るみ子 ﾗﾌｨｴｽﾀ 大田原 田沼正芳

 オールスターズ 40才代 江田秀樹 ｻﾄｳGTC 宇都宮 松本恭子 ｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄ 佐野

５～８シード 50才代 田沼正芳 ローズTG 小山 益子きく子 ﾐｯｷｰ 宇都宮

交代員 太田英樹 ｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄ 佐野

11 アジャ　 30才代 真瀬　信明 ローズＴＧ 小山 金久保順子 エンゼル 小山 宮下とも子

ファイティン！ 40才代 桑野　敏明 ローズＴＧ 小山 齊藤昌美 エンゼル 小山

50才代 高際富士夫 タムラﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 佐野 宮下とも子 ﾛｰｽﾞアプリコット 小山
交代員

12 ファミリーズ 30才代 山崎猛 Ｂｕｒｊ 小山 山崎幸恵 ＫＤＤＩ 小山 森田秀夫

40才代 大野光敏 ＫＤＤＩ 小山 大野香代子 ＫＤＤＩ 小山

50才代 森田秀夫 野木愛好会 小山 森田京子 野木愛好会 小山
交代員

13 ウィンディⅡ 30才代 矢田部暁良志 ウィンディ 宇都宮 工藤敦子 UTC 宇都宮 吉川典男

５～８シード 40才代 町井浩美 ウィンディ 宇都宮 沖田恵子 RIZU 宇都宮

50才代 吉川典男 ウィンディ 宇都宮 大塚綾子 RIZU 宇都宮

交代員 手塚克幸 ウィンディ 宇都宮 手塚和子 ﾅﾏｲTS 宇都宮

14 Ｃａｔｓ 30才代 岸田　行生 栃木銀行　　 宇都宮 岸田佐代子 サンテニス　 宇都宮 大島義宏

40才代 大島　義宏 サンテニス　 宇都宮 鈴木満理子 サトウGTC　 宇都宮 　

50才代 吉村　誠 ハミングバード 宇都宮 橋爪　洋子 ＴＣプラネット 宇都宮 　　

交代員 大島　文子 サンテニス 　宇都宮

藤瀬正邦

足利学校

豊田日出夫



NO 　ﾁｰﾑ名 区分 　　ﾍﾟｱ男子 　　ﾍﾟｱ女子 監督名

氏　名 所　属 協　会 氏　名 所　属 協　会

15 Ｗｉｎｎｅｒｓ 30才代 赤羽根良浩 Ｇ－ＭＡＸ 栃木 関口　和代 サンテニス　 宇都宮 小林雅治

３～４シード 40才代 津浦　隆之 フィナリスタ　 真岡 内藤千都子 テラTC 矢板 　

50才代 小林雅治 サンテニス　 宇都宮 生井美智子 サンテニス　 宇都宮 　　

交代員

16 サンテニス 30才代 萩原　学 サンテニス　 宇都宮 藤江　敦子 サンテニス　 宇都宮 藤掛隆

40才代 斉藤　政人 サンテニス　 宇都宮 萩原美保子 サンテニス　 宇都宮

50才代 藤掛　隆 真岡ＳＴＣ　 真岡 藤掛美津江 真岡ＳＴＣ　 真岡 　　　

交代員

17 30才代 穴山　榮人 ﾗﾌｨｴｽﾀ 大田原 穴山　律子 ﾗﾌｨｴｽﾀ 大田原 渡邊　隆典

２シード 40才代 渡邊　隆典 RIZU 宇都宮 宮川　宣子 ﾛｰｽﾞTG 小山

50才代 川又　俊郎 宇都宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 宇都宮 印牧　文子 宇都宮ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 宇都宮

交代員 渡邊　千鶴 RIZU 宇都宮

18 マドンナ会 30才代 竹澤信隆 くらぶラケット 真岡 中山晴美 ラフィエスタ 大田原 中山晴美

40才代 金子隆行 県庁TC 宇都宮 岩崎享子 リバティ 宇都宮

50才代 青木康夫 リバティ 宇都宮 沢田照子 テラTC 矢板

交代員

19 タージマハール 30才代 田島　基豪 アキレス 足利 田島　章子 足利ローン 足利 田島　基豪

40才代 小泉　周 足利ローン 足利 小泉　和恵 足利ローン 足利

50才代 酒井　広行 ジャルダン 足利 中島　尚子 足利ローン 足利

交代員

20 ルート５０ 30才代 鈴木展明 足利ローン 足利 増田紀子 足利ローン 足利 川上治之

40才代 宮澤保志 足利ローン 足利 佐山幸子 エンデバー 小山

50才代 川上治之 クロスポイント 佐野 谷口祐子 エンデバー 小山

交代員 若山恵一 サンデー 足利 若山理美 サンデー 足利

21 KTC 30才代 正田正則 ＧＭＡＸ 栃木 氏家悦子 ＫＴＣ 下野 大橋　正人

40才代 大橋　正人 ＫＴＣ 下野 工藤千寿 富士通 小山

50才代 三鍋春男 ＫＴＣ 下野 鈴木明美 ＫＴＣ 下野

交代員 杉山　易 キャノン 宇都宮 後藤久恵 ＫＴＣ 下野

22 さくら 30才代 大貫　大輔 県庁TC 宇都宮 藤本いづみ FTC 宇都宮 佐藤ふじ子

40才代 磯貝　正樹 カフェオレ 宇都宮 磯貝美恵子 サトウGTC 宇都宮

50才代 山崎　忠 サトウGTC 宇都宮 佐藤ふじ子 サトウGTC 宇都宮

交代員 久郷長男 こいしや 宇都宮

23 栃木銀行 30才代 法師人行雄 栃木県庁 宇都宮 滝川君代 宇都宮ﾃﾆｽｶｶﾃﾞﾐｰ 宇都宮 田仲正之

３～４シード 40才代 田仲正之 栃木銀行 宇都宮 生沼伊都子 南河内TC 下野

50才代 菊地則夫 ＲＩＺＵ 宇都宮 松沼文子 ローズＴＧ 小山

交代員 生沼　進 南河内TC 下野

24 アップル 30才代 小森明 space135 那須塩原 国府田恵美子 アップル 那須塩原 大平勲

40才代 洗 正之 大田原レオ 大田原 原 明美 SWING 大田原

50才代 大平勲 アップル 那須塩原 薄井美智代 アップル 那須塩原

交代員 田川次雄 アップル 那須塩原 木村千晴 アップル 那須塩原

25 Ｔｅａｍ　Ｕｎｉｔｙ 30才代 岡村　宏一 タムラテニスカレッジ 佐野 小野寺　有子 タムラテニスカレッジ 佐野 高橋信二

40才代 杉村　泰輔 小山マスターズ 小山 山﨑　美奈子 タムラテニスカレッジ 佐野

50才代 高橋　信二 小山マスターズ 小山 小坂　晴美 フォールート 佐野

交代員 田村　貞明 タムラテニスカレッジ 佐野

26 ﾁｰﾑ･ 30才代 深澤哲也 ＣＴＣ 大田原 江崎恵子 ﾗﾌｨｴｽﾀ 大田原 鈴木幸夫

ますます良くなる40才代 君島章 ﾗﾌｨｴｽﾀ 大田原 斉藤敦子 ｱﾐｰｺﾞ 大田原

５～８シード 50才代 鈴木幸夫 ＣＴＣ 大田原 田村芳江 ﾌｫｰﾙｰﾄ 佐野

交代員

27 アンシャンテ 30才代  五味渕一宏 ﾗﾝﾁﾎﾞｯｸｽ 真岡 吉原千尋 Team Yossy 宇都宮 杉本則子

40才代 田原龍児 Ｆｉｎａｌｉｓｔａ 真岡 杉本則子 ＭＴＣ 宇都宮

50才代 藁科誠 野木 佐野 斎川久子 みかも山GTC 佐野

交代員

くまさんﾁｰﾑ


