
氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 梅津･大貫 鈴木･内海 林･坂田 高野･池田 増田･落合 勝敗 順位
梅津京 CTC 大田原 4-6 1-6 6-3 0-6 1-3 4
大貫潤 ＧＴＣＣ 大田原

鈴木和彦 足利ラブ･オール 足利 6-4 3-6 6-0 1-6 2-2 3
内海義啓 足利みなみ 足利

林孝 ＲＩＺＵ 宇都宮 6-1 6-3 6-4 0-6 3-1 2
坂田陽一 フィナリスタ 真岡
高野伸 ナマイＴＳ 宇都宮 3-6 0-6 4-6 0-6 0-4 5

池田峰人 ナマイＴＳ 宇都宮
増田英倫 サンテニス 宇都宮 6-0 6-1 6-0 6-0 4-0 1
落合聡 サンテニス 宇都宮

　試合順序　　１－２　　３－４　　４－５　　２－３　　１－３　　２－５　　１－４　　３－５　　２－４　　１－５　(ﾆｭｰﾎﾞｰﾙは1試合目のみ､１．５缶で全試合)　

　優勝 増田･落合
　準優勝 林･坂田

氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 大橋･熊倉 丸茂･杉山 今野･金山 小池･大杉 勝敗 順位

大橋正人 ＫＴＣ 小山 － 8-6 8-3 2-0 1
熊倉哲夫 Ｇ’ＭＡＸ 栃木
丸茂光司 キヤノン 宇都宮 WO WO WO
杉山易 キヤノン 宇都宮

今野辰二郎 ＨＯＮＤＡ T.C 宇都宮 6-8 － 8-3 1-1 2
金山道生 ＨＯＮＤＡ T.C 宇都宮
小池宏 Ｔｅａｍ　ＨＯＷＤＹ 宇都宮 3-8 － 3-8 0-2 3

大杉博海 Ｔｅａｍ　ＨＯＷＤＹ 宇都宮
試合順序　　１－３　　３－４　　１－４　　　

　優勝 大橋･熊倉
　準優勝 今野･金山

A 氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 吉川･沼尾 高橋･若林 野口･上野 福田･斎藤 寺崎･山本 勝敗 順位
吉川典男 ウィンディ 宇都宮 6-1 7-5 6-4 6-1 4-0 1
沼尾建男 ピーク 宇都宮
高橋忠伸 ＨＯＮＤＡ T.C 宇都宮 1-6 6-3 6-3 6-2 3-1 2
若林光男 ＨＨＴＣ 真岡
野口祐二 南河内テニスクラブエキサイト 下野 5-7 3-6 6-7(4) 3-6 0-4 5
上野浩美 栃木銀行 宇都宮
福田利彦 ＭＴＣ 宇都宮 4-6 3-6 7-6(4) 6-4 2-2 3
斎藤誠 ＭＴＣ 宇都宮

寺崎達也 トキメック 那須塩原 1-6 2-6 6-3 4-6 1-3 4
山本和正 トキメック 那須塩原

　試合順序　　１－２　　３－４　　４－５　　２－３　　１－３　　２－５　　１－４　　３－５　　２－４　　１－５　(ﾆｭｰﾎﾞｰﾙは1試合目のみ､１．５缶で全試合)　

　優勝 吉川･沼尾
　準優勝 高橋･若林

氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 中山･橋本 鈴木･藤瀬 村上･半田 勝敗 順位
中山三男 みかも山ＧＴＣ 佐野 8-4 8-2 2-0 1
橋本篤治 富士通那須 大田原
鈴木幸夫 CTC 大田原 4-8 8-4 1-1 2
藤瀬正邦 東芝 大田原
村上伸夫 Ｔｅａｍ　Ｙｏｓｓｙ 宇都宮 2-8 4-8 0-2 3
半田守可 Ｔｅａｍ　Ｙｏｓｓｙ 宇都宮

試合順序　　　1-2　　2-3　　1-3　　
　優勝 中山･橋本
　準優勝 鈴木･藤瀬

氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 生井･猪瀬 板矢･佐々木 井村･泉 相原･飯箸 勝敗 順位

生井幹夫 ナマイＴＳ 宇都宮 WO WO WO
猪瀬久男 ＭＴＣ 宇都宮
板矢郁雄 南河内エキサイト 小山 - 4-8 8-6 1-1 2

佐々木正夫 パワフル 真岡
井村孝一 日立栃木 小山 - 8-4 8-5 2-0 1
泉多吉郎 日立栃木 小山
相原哲夫 ウィンディ 宇都宮 - 6-8 5-8 0-2 3
飯箸素孝 ウィンディ 宇都宮

試合順序　　２－３　　３－４　　２－４　　　　
　優勝 井村･泉
　準優勝 板矢･佐々木

　　２００７年度　下野新聞社杯　栃木県秋季テニス選手権 ダブルス(ベテラン)　最終結果
◆　男子　３５才　　参加人員　５名　　　配点表　ｄ　　ﾘｰｸﾞ戦　　全て6ゲームズプロセットマッチ　　　　

◆　男子　４０才　　参加人員　４名　　　配点表　ｄ　　リーグ戦　　全て8ゲームズプロセットマッチ

◆　男子　６０才　　参加人員　４名　　　配点表　ｄ　　リーグ戦　　全て8ゲームズプロセットマッチ

◆　男子　５０才　　　参加人員　３名　　　配点表　ｄ'　　リーグ戦　　　全て８ゲームズプロセットマッチ
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◆　男子　４５才　　　参加人員　５名　　　配点表　ｄ　　ﾘｰｸﾞ戦　　全て6ゲームズプロセットマッチ　
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A 氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 益子･佐藤 小林･大掛 藤江･関口 勝敗 順位
益子きく子 ローズＴＧ 小山 6-0 4-6 1-1 2
佐藤千恵子 エンデバー 小山
小林康江 ハミングバード 宇都宮 0-6 1-6 0-2 3

大掛喜与美 ビックツリー 宇都宮
藤江敦子 KDDI HTC 1801 小山 6-4 6-1 2-0 1
関口和代 サンテニス 宇都宮

試合順序　　　1-2　　2-3　　1-3　　

B 氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 藤田･木村 増田･田那部 乾･小俣 勝敗 順位
藤田元 美原レディース 大田原 6-3 6-4 2-0 1

木村千晴 アップル 那須塩原
増田紀子 足利ローン 足利 3-6 4-6 0-2 3

田那部久美子 サトウＧＴＣ 宇都宮
乾裕子 ＦＡＩＲ　ＷＩＮＤ 宇都宮 4-6 6-4 1-1 2

小俣美和子 ＦＡＩＲ　ＷＩＮＤ 宇都宮
試合順序　　　1-2　　2-3　　1-3

藤江･関口
乾･小俣

乾･小俣 7-6(3)
益子･佐藤 　優勝 益子･佐藤

益子･佐藤 6-1 　準優勝 乾･小俣
益子･佐藤

藤田･木村 6-1

A 氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 阿部･生井 宮･小野 初山･池田 勝敗 順位
阿部加代子 足利みなみ 足利 6-0 6-3 2-0 1
生井美智子 サンテニス 宇都宮

宮幸子 CTC 大田原 0-6 6-7(　) 0-2 3
小野典子 ラフィエスタ 大田原
初山良子 ＦＴＳ 宇都宮 3-6 7-6(　) 1-1 2

池田美香子 ＦＴＳ 宇都宮
試合順序　　　1-2　　2-3　　1-3　　

B 氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 松沼･黒川 岩間･一条 大島･小林 勝敗 順位
松沼文子 ローズＴＧ 小山 6-3 2-6 1-1 2
黒川玲子 ローズＴＧ 小山
岩間里子 サトウＧＴＣ 宇都宮 3-6 1-6 0-2 3
一条典子 宇都宮テニスアカデミー 宇都宮
大島文子 小山マスターズ 小山 6-2 6-1 2-0 1
小林寿子 足利みなみ 足利

試合順序　　　1-2　　2-3　　1-3

阿部･生井
阿部･生井

松沼･黒川 6-2
初山･池田 　優勝 初山･池田

初山･池田 '6-3 　準優勝 阿部･生井
初山･池田

大島･小林 6-3

選手番
号 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード等 １R SF F

堤千鶴子 後藤テニスクラブ親園 大田原 　ｺﾝｿﾚは､敗者が本部に申込んで下さい､
吉岡麻子 大田原レオ 大田原 　全て6ゲームズマッチ

堤･吉岡
南場照美 リバティー 宇都宮 8-4
本田宏子 リバティー 宇都宮 八筬･榎
八筬ミツ子 ローズＴＧ 小山 8-5

榎綾子 Ｕ－遊クラブ 宇都宮 堤･吉岡
辻紀代子 ローズＴＧ 小山 8-6
和気悦子 ローズＴＧ 小山 後藤･田村
後藤久恵 ＫＴＣ 小山 8-3
田村芳枝 フォールート 佐野 大塚･小島

高沢千恵子 足利みなみ 足利 8-0
久保田和希子 足利みなみ 足利 大塚･小島
大塚綾子 ＲＩＺＵ 宇都宮 8-6 <コンソレ>
小島崇子 サンテニス 宇都宮 南場･本田 辻･和気 高沢･久保田勝敗 順位

南場照美 6-2 0-6 1-1 2
　優勝 堤･吉岡 本田宏子
　準優勝 大塚･小島 辻紀代子 2-6 2-6 0-2 3

和気悦子
高沢千恵子 6-0 6-2 2-0 1
久保田和希子

7

8 2

優勝
5

6

3

4

1 1

2 bye

１ 2

２

３

◆　女子４０才　参加人員　６名　　配点表　ｄ　　予選リーグ＋決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　　　全て6ゲームズプロセットマッチ　　　　　

◆　女子　４５才　　　参加人員　６名　　　　配点表　ｄ　　予選リーグ＋決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　　　全て6ゲームズプロセットマッチ

１ 1

２

３

１ 1

２

３

１ 2

◆　女子　５０才　　　参加人員　７名　　　配点表　ｄ　　　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ(8ゲームズプロセットマッチ)
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３


