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◆　主　　催 ： 栃木県テニス協会

◆　共　　催 ： 栃木県教育委員会

◆　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 ： 2012年6月2日(土)9:00～15:00　　　・予備日　6月9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マーケティング　　   　　　下野新聞社 　　

■　大会会長 上野通子

■　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 金澤弘之

■　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。

とちまるフェスタ　第１回　栃木県スポレクミックス大会(団体戦)　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/

－第24回 全国スポーツ・レクリエーション祭 ｢スポレクエコとちぎ２０１１｣記念－

《　大　会　役　員　》

TTA



＊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２日（土） ■　会場　井頭公園　　　　＊砂入り人工芝(１０面)

　５５・４５・３５才以上の各ミックスダブルスの団体戦

　　　　  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９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

①ミックスダブルスの３ポイントの団体戦　★☆男女55歳以上　★☆男女45歳以上　★☆男女35歳以上　の順に入る

②団体戦のトーナメント方式｡各チームの初戦は全試合行う｡コンソレ有り｡

　　準決勝･決勝はポイントが決まれば原則として打ち切る｡

③全て６ゲームマッチ｡参加チーム数により変更する場合もあります｡＊全試合ノーアドバンテージ方式を採用します

　＊　６ゲームズオール後は､７ポイントのタイブレーク

　＊ 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 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(ベスト４) チーム 選手

◆　 来年度以降の予定　　 　　　　　　

　1)今回は､昨年の全国大会を記念し､県からも継続実施要請有り(１５種目)､また補助有り｡

　2)今年の韓国の交流先は去年行きました仁川広域市のテニス協会です｡任意参加で9月1日～3日の2泊3日の
　　　全て個人負担ですので為念｡

《注　意　事　項》

種目

大会案内

受付･集合時刻

最終試合
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ｃｆ　本戦でウィンディⅡに勝ち､コンソレでねこやんに勝ち

2-1

1)群馬県から１チーム参加に感謝｡来年は群馬県から２チーム参加したい｡
2)今年１２月の５ケ国対抗は､韓国招待で行く｡来年以降は不明。「優勝と準優勝チームが韓国派遣の予定｣
3)韓国班と韓国との交流は続ける。この9/1～3は自主参加---韓国班+ファミリーズ(夫婦3組希望)+(鈴木紀雄)

4)来年は､韓国からも選手団来る予定｡
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　２０１２年度　第1回　栃木県スポレクミックス大会(団体戦)
－第24回 全国スポーツ・レクリエーション祭 ｢スポレクエコとちぎ２０１１｣記念－

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

1 ねこやん 男女55才以上 大根田文昭 HTC 真岡 大根田恵子 HTC 真岡 高橋由美子

男女45才以上 高橋忠伸 HTC 真岡 高橋由美子 HTC 真岡

男女35才以上 田中道雄 KAO 宇都宮 田中明子 RIZU 宇都宮

交代員

2 ファミリーズ 男女55才以上 森田秀夫 野木愛好会 小山 森田京子 野木愛好会 小山 森田秀夫

男女45才以上 山崎猛 Ｂｕｒｊ 小山 山崎幸恵 ＫＤＤＩ 小山

男女35才以上 飯島正 コマツ 小山 飯島正子 ｺﾏﾂﾚﾃﾞｨｰｽ 小山

交代員

3 ＫＴＣミックス　　　男女55才以上 佐藤守男 昭和電工 小山市 黒川玲子 ローズ 小山市 大橋正人

男女45才以上 大橋　正人 ＫＴＣ 下野市 工藤千寿 富士通 小山市

男女35才以上 三鍋春夫 ＫＴＣ 下野市 鈴木明美 ＫＴＣ 下野市

交代員

4 キリウ薮塚IC 男女55才以上 神山好弘 キリウ 群馬県 岩下雅子 薮塚TC 群馬県 神山好弘

男女45才以上 岡田英昭 キリウ 群馬県 神山善子 キリウ 群馬県

男女35才以上 佐藤達矢 キリウ 群馬県 山口景子 キリウ 群馬県

交代員

5 ウィンディⅡ 男女55才以上 山崎敏文 　　MS 宇都宮 小島崇子 ｻﾝﾃﾆｽ 宇都宮 吉川典男

  男女45才以上 吉川典男 ｳｨﾝﾃﾞｨ 宇都宮 大塚美智子 ﾅﾏｲTS 宇都宮

男女35才以上 手塚克幸 ｳｨﾝﾃﾞｨ 宇都宮 手塚真弓 ｳｨﾝﾃﾞｨ 宇都宮

交代員

6 Ｄｅｓｔｉｎｙ 男女55才以上 川又　俊郎 宇都宮TC 宇都宮 八筬　ミツ子 ローズTG 小山 穴山　榮人

男女45才以上 渡邊　隆典 RIZU 宇都宮 藤田　元 みはらﾚﾃﾞｨｰｽ大田原

男女35才以上 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

交代員

7 結果往来 男女55才以上 半田守可 Team Yossy 宇都宮 沢田照子 テラTC 矢板

男女45才以上 河井晃 キャノン 宇都宮 杉本則子 MTC 宇都宮 半田守可

男女35才以上 石塚敬一 サンテニス 宇都宮 横尾恭栄 Team Yossy 宇都宮

交代員

8 ダウン・ザ・ライン 男女55才以上 高橋信二  昭和電工マスターズ 小山 益子きく子 ミッキー 宇都宮 田沼正芳

男女45才以上 関根好克 ローズTG 〃 松本恭子 ｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄ 佐野

男女35才以上 田沼正芳 ローズTG 〃 落合真由美 UITC 鹿沼

交代員 宮下とも子 ローズTG 小山

9 ウインデイ 男女55才以上 猪瀬久男 MTC 宇都宮 大塚綾子 ＲＩＺＵ 宇都宮 大塚綾子

男女45才以上 法師人行雄 栃木県庁 宇都宮 沖田恵子 ＲＩＺＵ 宇都宮

男女35才以上 矢田部暁良志 ウィンディ 宇都宮 工藤敦子 宇都宮TC 宇都宮

交代員

10 終わったら 男女55才以上 橋本　篤治 ラフィエスタ 大田原 堤　千鶴子 GTCC 大田原 小倉陵

　BCAA 男女45才以上 小倉　陵 ラフィエスタ 大田原 小倉　治美 ラフィエスタ 大田原

男女35才以上 石倉　史郎 でこや 大田原 深澤　るみ子 ラフィエスタ 大田原

交代員

11 リコペン 男女55才以上藤瀬正邦 東芝那須 大田原 田村幸枝 フォールート 佐野 鈴木幸夫
男女45才以
上

鈴木幸夫 CTC 大田原 藤瀬真理 美原ﾚﾃﾞｨｰｽ 大田原
男女35才以
上

多部田文予CTC 大田原 斉藤敦子 アミーゴ 大田原
交代員

注　1)募集要項にある通り､シード選考は､チームのベテランダブルスのJOP＋TTAPの合計点の順に決める｡

　　　　以上


