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栃木県秋季中学生テニス選手権大会 

（兼関東中学生新人テニス選手権大会栃木県予選会） 

 
日  程  平成 28 年 9 月 25 日（日）、10 月 2 日（日）、9 日(日） 

会  場  栃木県総合運動公園テニスコート（砂入り人工芝コート） 

      小山市営あけぼのテニスコート （砂入り人工芝コート） 

            佐野市田沼グリーンスポーツセンター（砂入り人工芝コート・クレーコート）  

主  催  栃木県中学校テニス連盟 

協  力  栃木県テニス協会ジュニア委員会 

      栃木県テニス協会審判委員会 

 

 

 

 

 

大会役員 

大会会長      日向野 勝 

大会委員長     川村 賢治 

大会ディレクター  斎藤 良徳【海星中】 

大会レフェリー   服部  学【佐野高附中】 
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