
2019 栃木県中学生テニス選手権大会 

（兼関東中学生テニス選手権大会栃木県予選会） 

 
日  程  令和元年 5 月 1 日（水）、2 日（木）、11 日（土） 

会  場  宇都宮市営屋板運動場テニスコート(砂入り人口芝コート) 

      宇都宮市営清原中央公園テニスコート(砂入り人口芝コート) 

真岡市総合運動公園テニスコート(砂入り人口芝コート) 

主  催  栃木県中学校テニス連盟 

後  援  栃木県中学校体育連盟 

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      赤羽  浩 

大会委員長     川村 賢治 

大会ディレクター  斎藤 良徳 

大会レフェリー   服部  学 
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県立佐野高校附属中学校 幸福の科学学園中学校3-2
男子代表決定戦女子代表決定戦
男女団体結果宇都宮市立泉が丘中学校 5-0 幸福の科学学園中学校


