
　2006年度

◆　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 ： ２００６年6月11日（日）　　  ・予備日6月24日（土）

　

◆　会　　場 ：

◆　後　　援 ： 下野新聞社 ㈱ダンロップスポーツ

◆　協　　賛 ： ㈱ケイ・エル・エス 　　＠homeあっとほーむ

シーデーピージャパン㈱　　関東エコリサイクル㈱

■　大会会長 増渕 賢一

■　大会副会長 木村 和正

■　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 権守 仁彦 久保田 浩文 　　青柳 良延

■　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

日本スポーツマスターズ2006　栃木県予選

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/

06.6.16　再修正最終版

《　大　会　役　員　》

井頭公園（真岡市）　 ＊ 砂入り人工芝

　・予備日　栃木県総合運動公園     ＊ 砂入り人工芝



＊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１１日（日） ■　会場　井頭公園（真岡市）　砂入り人工芝(10面)

　　　　３５才男子S・４５才男子D 　　40才女子S・４０才女子D

　　　　  8:45～9:00 　　　　11:15～11:30

　　9:00～開会式後､9:15～試合開始予定 　　11:30～　試合開始予定

＊ 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。

■　順延日　6月24日（土）栃木県総合運動公園     ＊ 砂入り人工芝　５面　(他５面はジュニア日植杯で使用)

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 服装はコードオブコンダクトの「服装および用具」に定められているテニスにふさわしいウエアを着用して下さい。

Tシャツ着用不可｡レフェリーが最終判断します。栃木県大会において､男女共一年を通して長ズボンの着用を認めました。

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  ●　３５才男子S　　　一日での消化試合数と安全上、健康上から

　　　　①１～３回戦　６ゲームズプロセットマッチ　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　６ゲームズオール後は､７ポイントのタイブレーク　　＊　ノーアドバンテージ方式

　　　　②準々決勝以降　８ゲームズプロセットマッチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　８ゲームズオール後は､７ポイントのタイブレーク　　＊　ノーアドバンテージ方式

●　４５才男子Ｄ・４０才女D　８ゲームズプロセットマッチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　８ゲームズオール後は､７ポイントのタイブレーク　　＊　ノーアドバンテージ方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　４０才女子S　　　　　６ゲームズプロセットマッチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　６ゲームズオール後は､７ポイントのタイブレーク　　＊　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。また決勝はSCU方式を予定しています。

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初戦のみ3分以内とし、その他はサー

ビスのみとします。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。　

●　 ３５才男子S､４０才女子D ベスト４以上は賞状と賞品を授与します

４５才男子D､４０才女子S 優勝・準優勝に賞状と賞品を授与します

11 日本スポ-ツマスターズは広島県広島市での開催になります。

 ＊ 各種目の優勝者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。

 ＊ ２００６年9月16日から19日

大会案内

受付･集合時刻

最終試合

《注　意　事　項》

土曜日は好天だったが､前線が押し上げ､6/11(日)は朝から小降りの雨､13::15～激しい雨
となり､14:00中止決定｡40才女子Dの一部の方は一試合も出来ず申し訳なかった｡

8:45～9:00　受付､9:00～試合開始｡残試合の継続実施後､ｵｰﾀﾞｰｵﾌﾞﾌﾟﾚｲに基づき実施(一部はジュ
ニアの大会で使用)

種目



番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R 2R 3R QF SF F

1 落合聡 サンテニス 宇都宮 NO1

2 bye1 　落合
3 山田幸司 佐野サンライズ 佐野 　6-2

4 bye25 　落合

5 鈴木敏広 ＲＡＳＨ 宇都宮 　6-1

6 bye2 　高橋

7 bye3 　6-3

8 高橋忠伸 ＨＯＮＤＡＴ．Ｃ 宇都宮 NO13～16 　落合

9 沢井研二 サンテニス 宇都宮 NO9～12 　8-5

10 bye26 　沢井

11 bye4 　6-4

12 山崎忠 サトウＧＴＣ 宇都宮 　大纏

13 大纏仁 ＨＯＮＤＡＴ．Ｃ 宇都宮 　6-2
14 bye5 　大纏
15 bye6 　6-2
16 法師人行雄 県庁テニスクラブ 宇都宮 NO5～8 落合

× 阿久津定之 県庁テニスクラブ 宇都宮 NO3～4 　8-6

18 bye7 　坂田

19 坂田陽一 フィナリスタ 真岡 　WO

20 bye30 　坂田

21 鈴木和彦 ﾀﾞﾌﾞｵｰﾙﾃﾆｽ 足利 　6-4

22 bye8 　鈴木

23 bye9 　6-2

24 菊地則夫 ＲＩＺＵ 宇都宮 NO13～16 　内海

25 小太刀俊一 ＢＥＳＴ 栃木 NO9～12 　9-7

26 bye10 　小太刀

27 bye11 　6-0

28 竹林新二 ＴＴＮＣ 宇都宮 　内海

29 池田悦男 宇都宮セントラルテニスクラブ 宇都宮 　内海 　6-0

30 内海義啓 足利みなみＴ．Ｃ 足利 　6-1 　内海

31 bye12 　6-3

32 大貫潤 ＧＴＣＣ 大田原 NO5～8  落合  優勝

33 内田雅之 県庁テニスクラブ 宇都宮 NO5～8  9-8(5)

34 bye13 　田中

35 bye14 　7-5

36 田中俊裕 小山セイシェルテニスクラブ 小山 　田沼

37 bye31 　6-1

38 大塚雅永 ＲＡＳＨ 宇都宮 　田沼

39 bye15 　6-1

40 田沼正芳 ローズＴ．Ｇ 小山 NO9～12 　田沼

41 川又俊郎 宇都宮セントラルテニスクラブ 宇都宮 NO13～16 28 　8-2

42 bye27 　川又

43 bye16 　6-0

44 鈴木浩文 ＲＡＳＨ 宇都宮 　梅津

× 岩村光太郎 県庁テニスクラブ 宇都宮 　7-5

46 bye17 　梅津

47 bye18 　WO

48 梅津京 ＣＴＣ 大田原 NO3～4 31 今野

49 今野辰二郎 ＨＯＮＤＡＴ．Ｃ 宇都宮 NO5～8 　9-7
50 bye19 　今野
51 bye20 　6-4 優勝 落合聡

52 金子幸男 佐野サンライズ 佐野 　今野 準優勝 今野辰二郎

53 bye21 　6-0 3位 内海義啓

× 中村健 ホンダエンジニアリング 宇都宮 　山本 3位 田沼正芳

55 bye29 　WO

56 山本栄作 宇都宮テニスアカデミー 宇都宮 NO9～12 　今野

57 君島広樹 サンテニス 宇都宮 NO13～16 　9-7
58 bye22 　君島
59 bye23 　WO
× 荒川裕司 ＴＴＮＣ 宇都宮 　江田
61 bye28 　6-1
62 関亦英士 フィナリスタ 真岡 　江田
63 bye24 　6-2
64 江田秀樹 サトウＧＴＣ 宇都宮 NO2

男子　３５才以上シングルス　(参加　３３名､ドロー数６４)　　　　
日本スポーツマスターズ2006　栃木県予選　　　6/11(日)一部順延で､6/24(土)



　　試合順序　　１－２　　３－４　　２－３　　４－５　　１－３　　２－５　　３－５　　１－４　　２－４　　１－５　　番号1の方が纏めて下さい

優勝 　松本恭子

準優勝 　小栗美佐江

A 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ 田村･高際 砺波･縫田芹沢･酒井 勝敗 総ｹﾞｰﾑ数 勝ｹﾞｰﾑ数得ｹﾞｰﾑ率 順位

1
田村貞明
高際富士夫

タムラテニスカレッジ
タムラテニスカレッジ

佐野
佐野

NO1 8-4 8-4 2-0 ### 1

2
砺波哲也
縫田邦彦

足利みなみＴ．Ｃ
足利みなみＴ．Ｃ

足利
足利

4-8 8-5 1-1 ### 2

3
芹沢千里
酒井広行

ジャルダン
ジャルダン

足利
足利

4-8 5-8 0-2 ### 3

　　試合順序　　１－２　　２－３　　１－３　　　番号1の方が纏めて下さい

B 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ 増渕･福田 小栗･小橋中沢･瀬野 勝敗 総ｹﾞｰﾑ数 勝ｹﾞｰﾑ数得ｹﾞｰﾑ率 順位

1
増渕敏之
福田房夫

サンテニス
サンテニス

宇都宮
宇都宮

NO2 8-0 4-8 1-1 ### 2

2
小栗和之
小橋雅裕

ＴＴＮＣ
ＴＴＮＣ

宇都宮
宇都宮

0-8 0-8 0-2 ### 3

3
中沢一美
瀬野善彦

小山マスターズ
昭和電工

小山
小山

8-4 8-0 2-0 ### 1

　　試合順序　　１－２　　２－３　　１－３　　　番号1の方が纏めて下さい

1
田村貞明
高際富士

田村貞明
高際富士夫 　増渕･福田 2

増渕敏之
福田房夫

増渕敏之
福田房夫 　WO  中沢･瀬野

砺波哲也
縫田邦彦

 中沢･瀬野 　8-5

中沢一美
瀬野善彦

　８－１

優勝 中沢･瀬野

準優勝 増渕･福田

　<３５才S　コンソレ>

山田幸司 　山崎

山崎忠 　６－３ 　大貫 ｺﾝｿﾚ優勝

大貫潤 　大貫 　RET

金子幸男 　６－４ 　大貫

山本栄作 　６－２

男子　４５才以上ダブルス　(参加６名)　　　　

女子　40才以上シングルス　(参加　５名)　 参加人数の兼合いで､５名のリーグ戦　　　

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ 松本 岩間 小栗 田上 金田 勝敗 順位

1 松本恭子 ＣＰ 佐野 NO1 6-1 6-2 6-2 6-0 4-0 1

2 岩間里子 Ｕ－遊テニスクラブ 宇都宮 1-6 4-6 2-6 6-0 1-3 4

3 小栗美佐江 ノグチテニススクール小山 小山 2-6 6-4 6-2 6-0 3-1 2

4 田上治子 シュガーバンビ 2-6 6-2 2-6 6-0 2-2 3

5 金田芳子 ノグチテニススクール小山 小山 0-6 0-6 0-6 0-6 0-5 5



番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R 2R SF F

1
内藤千鶴子
佐藤千恵子

テラＴＣ
エンデバー

矢板
小山

NO1
 内藤･佐藤

2 bye1  内藤･佐藤

3
小倉治美
藤瀬真理

ジョイナス
みはらレディー

大田原
大田原  小倉･藤瀬

　8-4

4
中広恵美子
大野恵子

ピュア
宇都宮テニスアカデミー

栃木
宇都宮

　8-4
 内藤･佐藤

5
日賀野和江
白石順子

大田原レオ
宇都宮テニスアカデミー

大田原
宇都宮

NO3～4
 日向野･白石

　8-4

6
大島文子
酒井伸子

小山マスターズ
サンテニス

小山
宇都宮  日向野･白石

7
大塚綾子
生井美智子

サンテニス
サンテニス

宇都宮
宇都宮  大塚･生井

　'8-5

8
渡辺晴美
斉藤さゆり

宇都宮テニスアカデミー
Ｔ．Ｃ．Ａ

宇都宮
宇都宮

　8-5
 内藤･佐藤  優勝

9
堤茂代
増田紀子

ＧＴＣＣ
足利グリーン

大田原
足利  澤田･蔵渕

　'8-6

10
沢田照子
蔵渕秀子

サトウＧＴＣ
サトウＧＴＣ

宇都宮
宇都宮

　9-7
 印牧･木村

優勝 内藤･佐藤

11 bye3  印牧･木村
　9-8(2)

準優勝 本間･飛田

12
印牧文子
木村千晴

宇都宮テニスアカデミー
アップル

宇都宮
那須塩原

NO3～4
本間･飛田

3位 日向野･白石

13
乾裕子
工藤敦子

FAIR WIND
宇都宮セントラ

　  伊藤･藤田
　9-8(4)

3位 印牧･木村

14
伊藤さえ子
藤田元

宇都宮テニスアカデミー
みはらレディース

宇都宮
大田原

　8-0　　　
 本間･飛田

15 bye2  本間･飛田
　'8-4

16
本間富士子
飛田和代

小山マスターズ
大田原レオ

小山
大田原

NO2

<参考>６／２４（土)順延時のオーダーオブプレイ　　　西川田で５面で実施｡AM予定が､３～５面は１４：３０迄使用

ﾗｳﾝﾄﾞ 　予定時間 　県運動公園(西川田)　　ＡＭ　５面使用
NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10

1R 9:00～9:45 35才男子S 45才男子D　40才女子S
26 27 　SF 2-3 4-5 　　ジュニアの日植杯で

2R 9:45～10:30 　40才女子D 40才女子S 　　　　終日使用
6 7 8 9 1-3

3R 10:30～11:15 35才男子S 　40才女子D 40才女子S

SF SF SF SF 2-5
4R 11:15～12:00 35才男子S 45才男子D　40才女子D 　40才女子S

F 　F F 3-5 1-4
　40才女子S

2-4 1-5
*40才女子Sは､６ｹﾞｰﾑｽﾏｯﾁにつき進行は早い

女子　４０才以上ダブルス　(参加１３名､ドロー数１６)　　　　


