
　２０１２年度

◆　主　　催 ： 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会・栃木県テニス協会

◆　協　　賛 ㈱ダンロップスポーツマーケティング　　　下野新聞社 　　

◆　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５月２０日（日）8:45～14:15終了　　・予備日　６月１日（金）

　

◆　会　　場 ： 清原中央公園　　　　＊砂入り人工芝　

　・予備日　　　６月１日（金）　屋板運動場　　　＊砂入り人工芝

■　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 ＪＴＡ公認審判員

■　審　判　員 ＪＴＡ公認審判員

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。

 ねんりんピックとちぎ201２ (宮城･仙台大会栃木県予選)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/

《　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。

■　５月２０日（日） ■　会場　清原中央公園　砂入り人工芝　(ＣＤの４面使用)

　男子６０才・７０　女子６０才以上の各ダブルス

　　　　  8：15～8：45 　来年からは左記時間で実施した方がいい

　8:25～8:45　練習　8:45～開会式後､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１日（金）　屋板運動場　　　・砂入り人工芝

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 ●　全て６ゲームズマッチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　６ゲームズオール後は､７ポイントのタイブレーク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　ｾﾐｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式(一回目はﾃﾞｭｰｽ有り､二回目はﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ　) ｡

　　　　　　　　　　　　　＊ コンソレは、６ゲームマッチ・セミアドバンテージ方式とします。

6 使用球は、ダンロップ・フォート・イエローとします。

7 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。

8 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。

9 参加費　１，０００円は大会当日徴収します｡

10 敗者に、次試合が初戦の場合、ウォームアップ（3分間）のタイムｷｰﾊﾟーをお願いします。

11 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 区分 賞状 賞品

ベスト４以上 ベスト４以上 優勝 優勝

12 第２５回全国健康福祉祭　ねんりんピック(ねんりん宮城･仙台)　各クラスの優勝者は全国大会出場

　　10/13(土)～15(月)　仙台市泉総合運動場　泉庭球場テニスコート

　　　〒981-3124　仙台市泉区野村字新桂島前60番地　　　022-372-1019

受付･集合時刻

最終試合

60才男子

《注　意　事　項》

７0才男子
60才女子

種目

大会案内



番号 氏　　　名 ｼｰﾄﾞ １R 2R SF F
森田秀夫 野木
鈴木幸夫 大田原 ドローNO4　中山武男氏のペア名をメール下さい｡

kouichiimura@ybb.ne.jp　宛に下さい｡
　結局NO4は辞退､今後に大きな問題を残した｡

青柳正敏 宇都宮 62 　2013年から､県内在住者及び在勤者と､栃木県ﾃﾆす協会登録者に

寺本博司 宇都宮 　に限る｡皆が参加し易い雰囲気作りも大切だが､大会運営に支障が出る｡

中山武男 宇都宮 WO 　勿論､他県との二重登録は禁止｡

半田守可 宇都宮 62
坂本孝二 宇都宮
名坂秀夫 壬生 62
小林洋三 足利

本多讙二郎 宇都宮 63
小林成次 宇都宮
粕川幸司 足利 62
青木弘一 栃木 75
泉多吉郎 宇都宮
井村孝一 栃木
國里明 宇都宮 63

増山友和 宇都宮
岸本九州男 小山 62
長沢博之 小山
飯塚守 佐野 64

清水忠男 佐野
荒井龍彦 日光 61 森田秀夫 野木
佐藤博 宇都宮 鈴木幸夫 大田原

青木康夫 宇都宮 75 荒井龍彦 日光
岩谷進 宇都宮 佐藤博 宇都宮

佐々木正夫 真岡 61 粕川幸司 足利
小堀和夫 宇都宮 青木弘一 栃木
福地正次 足利 WO 國里明 宇都宮
川上治之 佐野 増山友和 宇都宮

番号 氏　　　名 ｼｰﾄﾞ １R 2R SF F
長谷川清 栃木

小野寺重雄 宇都宮

64

飯塚亮 宇都宮
松澤康男 宇都宮
西順一 宇都宮 61
八田泰 宇都宮

黒田俊之 野木 75
岸本正夫 小山 飯塚亮 宇都宮

63 松澤康男 宇都宮
小坂冨吉 栃木

小坂冨吉 栃木 植竹靖夫 宇都宮
植竹靖夫 宇都宮

氏　　　名 協会名 小坂･橋本 小山･鈴木 小林･斉藤 中廣･宮田 勝敗 順位

小坂晴美 栃木 60 60 61 3-0 １
橋本とめ子 宇都宮

小山知子 宇都宮 06 46 67(6) 0-3 ４
鈴木よう子 宇都宮
小林和枝 宇都宮 06 64 16 1-2 ３
斉藤道子 宇都宮

中廣恵美子 栃木 16 76(6) 61 2-1 2
宮田真澄 小山

試合順序　　１－２　　３－４　　１－３　　２－４　　１－４　　２－３　
小坂晴美 栃木 中廣恵美子 栃木

橋本とめ子 宇都宮 宮田真澄 小山

4名のリーグ戦で､同順位は総ｹﾞｰﾑ数の取得ｹﾞｰﾑ数で決定する｡
<コンソレ>

氏　　　名 協会名 青柳･寺本 名坂･小林 青木･岩谷 勝敗 順位
青柳正敏 宇都宮 36 36 0-2 ３
寺本博司 宇都宮
名坂秀夫 壬生 63 46 1-1 ２
小林洋三 足利
青木康夫 宇都宮 63 64 2-0 １
岩谷進 宇都宮

3

6

14

4

　優勝 　準優勝

bye

2

3

女子60才以上の部　　4ﾍﾟｱ　　全て６ゲームズマッチ(各ﾍﾟｱ1試合目ﾆｭｰﾎﾞｰﾙ､２試合目以降ｾｯﾄﾎﾞｰﾙ)

1

6
　優勝

7 bye
　準優勝

8 2

3

4
優勝

5

男子70才以上の部　　　参加５ペア　　全て６ゲームズマッチ(各ﾍﾟｱ1試合目ﾆｭｰﾎﾞｰﾙ､２試合目以降ｾｯﾄﾎﾞｰﾙ)

1 1

2 bye

15 3位

16 2 3位

13 　優勝

14 　準優勝

10

11

12 3～4

7

8 優勝

9

5 3～4

6

2 bye

3

4

ねんりんピックとちぎ２０１２　テニス交流大会　　　(ねんりんピック宮城･仙台2012県予選)

男子60才以上の部　　参加　１５ペア　　全て６ゲームズマッチ(各ﾍﾟｱ1試合目ﾆｭｰﾎﾞｰﾙ､２試合目ｾｯﾄﾎﾞｰﾙ)

1 1


