
ねんりんピックとちぎ 2013 スポーツ・文化交流大会競技別実施要項 

テニス交流大会 

 

１ 主 管 栃木県テニス協会 

２ 日 時 平成２５年６月８日（土） 9:00～15:00 （予備日６月１４日（金）） 

(１) 選手受付 8:25～8：55  9:00～9：15 練習（６面につき譲り合って） 競技会場において 

(２) 開会式 9:20～     9：30～   試合開始            競技会場において 

３ 競技会場 ６／８ （日）      屋板運動場テニスコート  宇都宮市屋板町231-1 

６／１４（金）予備日               同    上 

４ 参加資格 

県内在住者で 60 歳以上（昭和29 (西暦1954) 年4 月1 日以前に生まれた人）とする。 

５ 競技方法 

(１) 男子ダブルス 60 歳以上・70 歳以上 

(２) 女子ダブルス 60 歳以上 

(３) １セットマッチ（６ゲームオール後、７ポイントタイブレーク）方式を採用する。セミアドバン

テージ方式（一回目はデュース有り、二回目はノーアドバンテージ）。 

(４) セルフジャッジとする。また、SCU 方式を取り入れる予定。 

６ 競技規則 

（財）日本テニス協会競技規則を準用する。 

７ 大会規定 

(１) 年齢区分の 70 歳以上は昭和19 年4 月1 日以前に生まれた人とする。 

(２) 全国健康福祉祭宮城・仙台大会テニス交流大会に出場した方は、今年は出場出来な

い。 

(３) 試合の組み合わせは、競技主管団体で行う。また、大会運営上必要と認められる場合は、

試合の組み合わせなどを一部変更することがある。 

(４) 試合球は、競技主管団体が用意したものを使用する。 

(5) 小雨決行とするが、競技実施不可能なときは、6月14日（金）に延期して開催する。 

８ 表 彰 

(１) 種目別上位３位までの選手に賞状を贈る。 

(２) 参加者全員に記念品を贈る。 

９ 参加申込 

(１) 申込期限 平成２５年４月２２日（月）必着 

(２) 申込先 

〒３２０－００６５ 宇都宮市駒生町１６３２－１  栃木県テニス協会事務局 

電話  ０２８－６５２－７０１５  ＦＡＸ  ０２８－６５２－７０１６ 

(３) 申込方法 

① 必要事項を記入の上、Ｅメールアドレス：moushikomi_tta@ybb.ne.jp で申込んで

下さい。 
② 又は、別紙参加申込書に必要事項を記入の上、封筒に朱書きで「ねんりんピックと

ちぎテニス交流大会参加申込」と明記して申し込むこと。ＦＡＸでも可。栃木県テニ

ス協会のホームページにも要項・参加申込書が有ります。 
③ 申込漏れの無いよう、必要な方は返信用メールを協会あてに送信してください。 

１０ 参加費  一人１，０００円 大会当日徴収します。 

１１ 全国大会  高知県高知市 10/26（土）～29（火） 



選手

番号
氏　　　名 シード等 １R ２R SF F

橋本篤治橋本篤治橋本篤治橋本篤治

中山三男中山三男中山三男中山三男

橋本・中山

中山茂男中山茂男中山茂男中山茂男 6-2

草刈正道草刈正道草刈正道草刈正道 福田・小堀

福田利彦福田利彦福田利彦福田利彦 6-4

小堀和夫小堀和夫小堀和夫小堀和夫 橋本・中山

廣田信之廣田信之廣田信之廣田信之 6-2

佐藤博佐藤博佐藤博佐藤博 長澤・飯塚

長澤博之長澤博之長澤博之長澤博之 6-4

飯塚守飯塚守飯塚守飯塚守 高塩・増山

髙塩兼宏髙塩兼宏髙塩兼宏髙塩兼宏 7-5

増山友和増山友和増山友和増山友和 高塩・増山

國里明國里明國里明國里明 6-3 橋本・中山

高橋晴夫高橋晴夫高橋晴夫高橋晴夫 橋本・中山

岸本九州男岸本九州男岸本九州男岸本九州男 6-1

石井真石井真石井真石井真 岸本・石井

小川鹿松小川鹿松小川鹿松小川鹿松 6-0

手塚勝手塚勝手塚勝手塚勝 岸本・石井

川上治之川上治之川上治之川上治之 6-4

清水忠男清水忠男清水忠男清水忠男 半田・村上

半田守可半田守可半田守可半田守可 6-4

村上伸夫村上伸夫村上伸夫村上伸夫 岸本・石井

本多讙二郎本多讙二郎本多讙二郎本多讙二郎 6-3

小林成次小林成次小林成次小林成次 本多・小林

豊田博豊田博豊田博豊田博 6-0

小倉馨小倉馨小倉馨小倉馨 名坂・佐々木

名坂秀夫名坂秀夫名坂秀夫名坂秀夫 6-3

佐佐佐佐々々々々木正夫木正夫木正夫木正夫 名坂・佐々木

粕川幸司粕川幸司粕川幸司粕川幸司 7-5

青木弘一青木弘一青木弘一青木弘一
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選手

番号
氏　　　名 シード等 １R ２R SF F

高澤千恵子高澤千恵子高澤千恵子高澤千恵子

久保田和希子久保田和希子久保田和希子久保田和希子

高澤・久保田

斉藤道子斉藤道子斉藤道子斉藤道子 6-2

小林和枝小林和枝小林和枝小林和枝

高澤・久保田

6-0

小山知子小山知子小山知子小山知子

鈴木鈴木鈴木鈴木ようようようよう子子子子 小山・鈴木

君嶋洋子君嶋洋子君嶋洋子君嶋洋子 6-2

光藤道子光藤道子光藤道子光藤道子 本田・増山

本田美智子本田美智子本田美智子本田美智子 W,O 高澤・久保田

増山文江増山文江増山文江増山文江
高澤・久保田

鹿野豊子鹿野豊子鹿野豊子鹿野豊子 6-3

黒川玲子黒川玲子黒川玲子黒川玲子 橋爪・小島

橋爪洋子橋爪洋子橋爪洋子橋爪洋子 6-1

小島崇子小島崇子小島崇子小島崇子 橋爪・小島

6-0

大森逸子大森逸子大森逸子大森逸子

田澤照子田澤照子田澤照子田澤照子 橋爪・小島

木村美千代木村美千代木村美千代木村美千代 6-0

長谷川三千代長谷川三千代長谷川三千代長谷川三千代

近藤・渡辺

近藤和枝近藤和枝近藤和枝近藤和枝 6-0

渡辺晴美渡辺晴美渡辺晴美渡辺晴美 近藤・渡辺

山口山口山口山口キヌキヌキヌキヌ子子子子 6-1

今西今西今西今西あきあきあきあき子子子子
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選手

番号
氏　　　名 シード等 １R ２R SF F

岡本美好岡本美好岡本美好岡本美好

稲田貞夫稲田貞夫稲田貞夫稲田貞夫

岡本・稲田

小林昭次小林昭次小林昭次小林昭次 6-0

野川享孜野川享孜野川享孜野川享孜 植竹・岸本

植竹靖夫植竹靖夫植竹靖夫植竹靖夫 6-2

岸本正夫岸本正夫岸本正夫岸本正夫 岡本・稲田

大峠昌功大峠昌功大峠昌功大峠昌功 6-2

猪瀬久男猪瀬久男猪瀬久男猪瀬久男

大峠・猪瀬

斉田晃男斉田晃男斉田晃男斉田晃男 w,o

志度谷健三志度谷健三志度谷健三志度谷健三

岡本・稲田

岡本・稲田

6-0

小坂冨吉小坂冨吉小坂冨吉小坂冨吉

黒田俊之黒田俊之黒田俊之黒田俊之 西・八田

西順一西順一西順一西順一 W,O

八田泰八田泰八田泰八田泰 西・八田

藤掛隆藤掛隆藤掛隆藤掛隆 W,O

田尻英夫田尻英夫田尻英夫田尻英夫 西・八田

7-6(4)

青柳正敏青柳正敏青柳正敏青柳正敏

寺本博司寺本博司寺本博司寺本博司 青柳・寺本

W,O

小野寺重雄小野寺重雄小野寺重雄小野寺重雄 辞退辞退辞退辞退

長谷川清長谷川清長谷川清長谷川清 2222

47474747
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41414141

42424242 辞退辞退辞退辞退
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