
2006年度

◆　期　　日 ２００７年１月２０日(土) ・２８日(日) ・２月４日(日） 

●　予備日　２月１１日(日)　栃木県総合運動公園

◆　会　　場 栃木県総合運動公園

◆　主　　催 （株）ケイ・エル・エス 栃木県テニス協会

◆　協　　賛

◆　主　　管 栃木テニス協会 那須塩原テニス協会

■　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 鈴木 秀男

■　ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 鈴木 紀雄 坂本 光広 穴山 栄人 猪瀬 久男 寺崎 達也

■　担当協会 栃木市テニス協会 那須塩原テニス協会

■　レフェリー 新井　隆

■　ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ 堀越　定男

■　審　判　員 本田美智子 小林 昭次 小島 崇子 橋爪 洋子 斉藤 信彦

雨天等による開催情報や緊急速報は左の情報ブログを御覧ください。

栃木県選抜テニス選手権ダブルス

第２回　ケイ・エル・エス　カップ

公式ウェブサイトURL：http://www.geocities.jp/tta_tennis/

《　大　会　役　員　》

TTA
栃木県テニス協会

下野新聞社　　㈱ダンロップスポーツ　　＠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（株）　　ユニティダイワ（株）

TTAEメール：tta_tennis＠yahoo.co.jp



＊多少の雨でも実施しますので、会場へ集合してください。

■　１月２０日（土）一般初日 ■　会場　　栃木県総合運動公園　砂入り人工芝

【受付時刻】　男子　８：４５～９：００ 【受付時刻】　女子　１０：１５～１０：３０

＊ 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。

＊ 試合進行の状況により最終試合が変更となる場合があります。

■　１月２８日（日） ベテランの部　　■　会場　　栃木県総合運動公園　砂入り人工芝

【受付時刻】　55才男子/60才男子を除く種目　８：４５～９：００ 【受付時刻】　55才男子/60才男子　11：00～11：15

＊　注意事項は共通です。特にベテランの部は各種目の参加人数に差があり､試合方法は注意下さい｡

＊ 雨天の場合の注意事項は、上記（一般の部）の注意事項と共通です。

＊ 雨天の場合は予備日に順延となります。

■　２月４日（日）　最終日 ■　会場　栃木県総合運動公園　砂入り人工芝

【受付時刻】　●一般の部８：４５～９：００ ●コンソレ９：４５～１０：００

＊ 雨天の場合の注意事項は、上記（一般の部）の注意事項と共通です。

■　予備日　２月１１日（日）栃木県総合運動公園　・砂入り人工芝

【初日雨天順延の場合】

①１月２８日(日)      ベテランの部 栃木県総合運動公園

②２月４日(日)     一般男女の部 栃木県総合運動公園

③２月１１日(日)     一般男女の部　最終日 栃木県総合運動公園

＊②と③の受付時刻：８：４５～９：００

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。

種目 55才男子/60才男子を除く種目 55才男子/60才男子

集合時刻
　9：00　選手全員 　11：15　　選手全員（55才/60才男子）

＊コンソレを実施します。

一般コンソレ

集合時刻
　9：00　選手全員 　10：30　　選手全員

＊コンソレは最終日となります。

大会案内

最終試合

種目 一般の部　　（ベテラン・残った場合）

最終試合 決勝まで（予定）

準々決勝まで（予定）

一般男子 一般女子種目

希望者

最終試合 決勝まで（予定）

集合時刻 9:00 選手全員 10:00



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ください。

Tシャツ着用不可 レフェリーが最終判断します。

本年度より栃木県大会において一般男女も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、定刻までに参集してください。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 ●　一般男子・女子：8ゲームズプロセットマッチ・セミアドバンテージ方式とします。

　　　準決勝以上は３セットマッチとします。

●　ベテランの部

男子　35･45･55･60　女子　40･45･50

男子　40･50 6ゲームマッチ・セミアドバンテージ方式とします

＊一般の部には、ラッキールーザーを採用しますので、欠場者が出た場合補欠の選手が

　　出場できます。名簿の順番で出場できますので、大会当日受付してください。

＊雨天で日程が変更となった場合は、試合内容を変更する場合があります。

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。また準決勝からは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）が加入されています。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

●　本戦の表彰式は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。　

【一般の部】

●　ベスト８以上の方を表彰します。ベスト８は賞品、ベスト４以上は賞状と賞品を授与します。

　　ベスト８の方のみ試合終了後に大会本部へお立ち寄りください。

【ベテランの部】

　　　●　ベテランの部は､参加人数に応じ､賞状/賞品をお渡しします｡(ﾄﾞﾛｰ数が８以上はベスト４を表彰)

8ゲームズプロセットマッチ・セミアドバンテージ方式とします

《注　意　事　項》



選手
番号

氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード １R QF SF F

押山和子 サンライズ 小山
佐藤千恵子 エンデバー 小山

押山･佐藤

中島美智子 ＭＴＣ 宇都宮 8-4
高橋由美子 ＨＯＮＤＡ　Ｔ．Ｃ 宇都宮 中島･高橋

柴田道子 ＧＴＣＣ 大田原 8-6
山本靖子 トキメック那須 那須塩原 押山･佐藤

8-6

遠藤厚子 ローズＴ．Ｇ 小山

田中和江 ローズＴ．Ｇ 小山 小倉･藤瀬

三森雅子 宇都宮セントラル 宇都宮 8-1
高梨由美 ケロチャンズ 宇都宮 小倉･藤瀬

小倉治美 ジョイナス 大田原 8-1

藤瀬真理 みはらレディース 大田原 佐藤･落合

日賀野和江 大田原レオ 大田原 8-5

松本恭子 ＣＰ 佐野 日向野･松本

青木香乃 ラディッシュ 宇都宮 8-5
杉本則子 ケロチャンズ 宇都宮 日向野･松本

8-4

酒井伸子 サンテニス 宇都宮
藤江敦子 KDDI HTC 1801 宇都宮 佐藤･落合

工藤敦子 宇都宮セントラル 宇都宮 9-7
乾裕子 FAIRWIND 宇都宮 佐藤･真島

佐藤裕美子 サトウＧＴＣ 宇都宮 9-7
真島幸子 ケロチャンズ 宇都宮 佐藤･落合

8-4
　優勝 佐藤･落合

佐藤美枝子 フォールート 佐野 　準優勝 押山･佐藤
落合真由美 ＴＭＴＣ 鹿沼 　３位 小倉･藤瀬

　３位 日向野･松本

 1)第２ｼｰﾄﾞ　藤田元･木村千晴ﾍﾟｱ　1/13辞退のため､第３ｼｰﾄﾞが第２ｼｰﾄﾞに入った｡

堤千鶴子 後藤テニスクラブ親園 大田原
吉岡麻子 大田原レオ 大田原 堤･吉岡
吉田玲子 Ｕ－遊テニスクラブ 宇都宮 8-5
手塚恵子 サンテニス 宇都宮 堤･吉岡
南場照美 リバティー 宇都宮 8-0
本多宏子 リバティー 宇都宮 和気･辻
和気悦子 ローズＴ．Ｇ 小山 WO
辻紀代子 ローズＴ．Ｇ 小山 堤･吉岡 　優勝
小島崇子 サンテニス 宇都宮 8-4
鹿野豊子 サンライズ 小山 小島･鹿野

松田洋子 エンデバー 小山 8-0
山下久子 みかも山 佐野 大塚･高沢

大塚綾子 サンテニス 宇都宮 8-6
高沢千恵子 足利みなみ 足利 大塚･高沢 　優勝 堤･吉岡
大野恵子 宇都宮アカデミー 宇都宮 8-5 　準優勝 大塚･高沢
小坂晴美 フォールート 佐野 　３位 和気･辻

　1)南場照美･本多宏子ﾍﾟｱ　1/11辞退 　３位 小島･鹿野

佐藤正信 Team HOWDY 宇都宮
大杉博海 Team HOWDY 宇都宮

佐藤･橋本

飯島徳一郎 グリム石橋テニスクラブ 宇都宮 8-2
椎名郁夫 グリム石橋テニスクラブ 宇都宮 佐藤･橋本

佐藤政雄 サトウＧＴＣ 宇都宮 8-1
橋本健司 サトウＧＴＣ 宇都宮 佐藤･橋本 　優勝
梅津京 ＣＴＣ 大田原 8-4
大貫潤 GTCC 大田原 梅津･大貫

池田峰人 ナマイＴＳ 宇都宮 WO
高野伸 ナマイＴＳ 宇都宮 梅津･大貫

伊澤雄一 Ｍ’ｓ 宇都宮 8-6
佐川正雄 ＴＤＩ 大田原 野間･上野

野間直樹 那須田園テニス 那須塩原 8-3
上野勇 那須田園テニス 那須塩原 　優勝 佐藤･橋本

　準優勝 梅津･大貫

　1)池田峰人･高野伸ﾍﾟｱ　　1/14辞退

8 2

4

8 2

◆　男子　35才　参加　７ﾍﾟｱ　　ダブルス　ドロー数：８　　

1 1

2

5

7

6

6

3

bye

4

7

◆　女子　50才　参加　8ﾍﾟｱ　　ダブルス　ドロー数：８　　

1 1

2

3

5

bye

bye5

12

11

13

bye

15

14

bye

２００６年度　栃木県選抜テニス選手権ダブルス

16

優勝

10

9

8

7

6

◆　女子　40才　ダブルス　参加　１3ﾍﾟｱ　　ドロー数：１６　　　

3

4

1

2

1



選手
番号 氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード １R QF SF F

関口和代 サンテニス 宇都宮
神門由美 サンテニス 宇都宮

関口･神門

8-6

黒川玲子 ローズＴ．Ｇ 小山
松沼文子 ローズＴ．Ｇ 小山 阿部･生井

大島文子 小山マスターズ 宇都宮 8-3
木村理恵 サトウＧＴＣ 宇都宮

阿部･生井

阿部加代子 足利みなみ 足利 8-2
生井美智子 サンテニス 宇都宮

阿部･生井

8-2

斗光操子 チーム２００１ 宇都宮
蔵渕秀子 サトウＧＴＣ 宇都宮 斗光･蔵渕

8-5

渡辺晴美 宇都宮アカデミー 宇都宮
斉藤さゆり Ｔ．Ｃ．Ａ 宇都宮 斗光･蔵渕

星野芳子 富士通 小山 9-8(4)
山中吉子 ウィッチーズ 小山

田那部･岩間

8-2 　優勝 阿部･生井
　準優勝 斗光･蔵渕

田那部久美子 サトウＧＴＣ 宇都宮 　３位 関口･神門
岩間里子 Ｕ－遊クラブ 宇都宮 　３位 田那部･岩間

　1)第１ｼｰﾄﾞの印牧文子･初山良子ﾍﾟｱ　1/24辞退　　　2)滝川君代･堤茂代ﾍﾟｱ　1/25辞退　及びTTAPﾎﾟｲﾝﾄ無きため､1回戦の小さい山をｶｯﾄし､再抽選した｡

選手
番号 氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 宮部･落合 吉川･沼尾 佐藤･鈴木 大橋･熊倉阿久津･鈴木 勝敗

総
ｹﾞｰﾑ
数

勝
ｹﾞｰﾑ
数

得
ｹﾞｰﾑ
率

順位

宮部正章 サンテニス 宇都宮 6-1 6-3 7-5 3-6 3-1 ２
落合聡 サンテニス 宇都宮

吉川典男 ウィンディ 宇都宮 1-6 5-7 7-6(5) 1-6 1-3 39 14 0.351 ５
沼尾建男 ピーク 宇都宮
佐藤久和 ナマイＴＳ 宇都宮 3-6 7-5 3-6 2-6 1-3 38 15 0.395 ４
鈴木明彦 ナマイＴＳ 宇都宮
大橋正人 ＫＴＣ 小山 5-7 6-7(5) 6-3 1-6 1-3 41 18 0.439 ３
熊倉哲夫 Ｇ　ＭＡＸ 栃木

阿久津定之 県庁テニスクラブ 宇都宮 6-3 6-1 6-2 6-1 4-0 １
鈴木秀男 県庁テニスクラブ 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　　

　優勝 阿久津定之･鈴木秀男
　準優勝 宮部正章･落合聡

5

3

4

1

2

２００６年度　栃木県選抜テニス選手権ダブルス

◆　男子　40才　ダブルス　参加　5ﾍﾟｱ　　

1

◆　女子　45才　ダブルス　参加　１0ﾍﾟｱ　　ドロー数：１６　　　

1

bye

2 bye

3

4

5

12

6 bye

7

11 bye

　優勝

9 bye

8 bye

bye

10

16 2

13

14

15 bye



選手
番号

氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード １R QF SF F

増渕敏之 サンテニス 宇都宮

福田房夫 サンテニス 宇都宮

増渕･福田

岩谷進 リバティー 宇都宮 8-0

小林晃 U－遊テニスクラブ 宇都宮

板橋雄一 フィナリスタ 真岡

小林三喜男 ＧＥＰ 真岡 増渕･福田

芹沢千里 ジャルダン 足利 8-5

酒井広行 ジャルダン 足利

芹沢･酒井

松原正次郎 KDDI HTC 1801 小山 8-5

田沼正芳 ローズテニスガーデン 小山

増渕･福田

山中敏秀 ｳｨﾁｬｰｽﾞ 小山 8-2

和田政彦 ｳｨﾁｬｰｽﾞ 小山

高橋忠伸 ＨＯＮＤＡ　Ｔ．Ｃ 宇都宮

若林光男 ＨＨＴＣ 真岡 中島･能勢

8-4

中島隆 ＭＴＣ 宇都宮

能勢靖治 ランチボックス 真岡 中島･能勢

8-3

池田悦夫 宇都宮セントラル 宇都宮

鵜飼泰冨 宇都宮セントラル 宇都宮 寺崎･山本

8-5 優勝 増渕･福田

準優勝 中島･能勢

寺崎達也 トキメック那須 那須塩原 　３位 芹沢･酒井

山本和正 トキメック那須 那須塩原 　３位 寺崎･山本

　菊地則夫･川又俊郎ﾍﾟｱが辞退のため､2ｸﾞﾙｰﾌﾟのﾘｰｸﾞ戦の予定が､５ﾁｰﾑのﾘｰｸﾞ戦となった｡

選手
番号

氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 近藤･藤瀬 松田･細野 木野内･粕川橋本･人見青木･鈴木 勝敗
総ｹﾞｰ
ﾑ数

勝ｹﾞｰ
ﾑ数

得ｹﾞｰ
ﾑ率

順位

近藤清 東芝那須 大田原 6-0 6-1 0-6 2-6 2-2 ３
藤瀬正邦 東芝那須 大田原

松田泰博 エンデバー 小山 0-6 1-6 0-6 1-6 0-4 ５
細野泰永 エンデバー 小山

木野内勇一 ズーラシア栃木 栃木 1-6 6-1 2-6 3-6 1-3 ４
粕川幸司 ジャルダン 足利

橋本篤治 富士通那須 大田原 6-0 6-0 6-2 6-1 4-0 １
人見正二 ジョイナス 大田原

青木正雄 サンテニス 宇都宮 6-2 6-1 6-3 1-6 3-1 ２
鈴木伸岳 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　　

優勝 橋本･人見
準優勝 青木･鈴木

1 2

２

３

1 1

２

２００６年度　栃木県選抜テニス選手権ダブルス

16 2

bye13

14

15 bye

優勝
9

1/21
辞退

10

11

7

12

3

8 bye

5

6 bye

◆　男子　50才　参加　６ﾍﾟｱ　　ダブルス<２ﾌﾞﾛｯｸ予選ﾘｰｸﾞ戦､ﾍﾞｽﾄ４でﾄｰﾅﾒﾝﾄ(６ゲームマッチ)>

4
1/6
辞退

bye

◆　男子　45才　ダブルス　参加　10ﾍﾟｱ　　ドロー数：１６　　　

1 1

2 bye



選手
番号

氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 中山･飯塚 柴田･小堀 村上･半田 勝敗 総ｹﾞｰﾑ数 勝ｹﾞｰﾑ数 得ｹﾞｰﾑ率 順位

中山三男 みかも山ＧＴＣ 佐野 8-4 3-8 1-1
飯塚守 ＣＰ 佐野

柴田良一 石橋体協 宇都宮 4-8 8-5 1-1
小堀和夫 グリム石橋テニスクラブ 宇都宮
村上伸夫 Team Yossy 宇都宮 8-3 5-8 1-1
半田守可 Team Yossy 宇都宮

試合順序　　　1-2　　2-3　　1-3　　
優勝 村上･半田

準優勝 柴田･小堀

選手
番号

氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 生井･猪瀬 兵藤･黒田 山本･河又 勝敗 総ｹﾞｰﾑ数 勝ｹﾞｰﾑ数 得ｹﾞｰﾑ率 順位

生井幹夫 ナマイＴＳ 宇都宮 8-2 8-2 2-0
猪瀬久男 宇都宮テニスクラブ 宇都宮
兵藤義以 ローズＴ．Ｇ 小山 2-8 6-8 0-2
黒田利之 野木愛好会 小山
山本仁 宇都宮テニスクラブ 宇都宮 2-8 8-6 1-1

河又文男 宇都宮テニスクラブ 宇都宮

試合順序　　　1-2　　2-3　　1-3　　
優勝 生井･猪瀬

準優勝 山本･河又

◆　女子　40才　ダブルス ◆　女子　50才　ダブルス

◆　女子　45才　ダブルス ◆　男子　35/45才　ダブルス

(1)初戦敗者の方は､本部に来て､コンソレの申込を､すぐに行って下さい｡
(2)コンソレは､時間の関係もあり､６ゲームスマッチで行って下さい(要項にも記入済み)｡

　(井村)の今大会の感想

　(1)８組の辞退が生じた｡特に､４０才は第２シード､４５才は第１シードが辞退となり､リドローとなった｡
　　　申込締切日までに､辞退届を提出すれば､参加費を返却します(申込締切日以降は返却無しです)｡
　(2)ＪＴＡで､ドロー数が３の場合､猶予期間を設け､ｄを当面の間適用し､優勝者のみＪＯＰを与えた｡
　　　｢０７／４以降､猶予期間が終わり､ＪＯＰは４名以上のみ認める｣ことになった｡但しＴＴＡとしては
　　　｢万一､３名の場合も試合を成立させ､経験を積めるようにする｡ただ､４名以上となるよう､ＨＰ､
　　　口コミ等で多くの参加者となるよう､ご協力をお願いします｡
　(3)大会そのものは､天候にも恵まれ､順調に進行し､１５：３０には全試合終了した｡
　(4)０７年度は､ベテランの部は､①県ベテラン選手権(春季)---ｸﾞﾚｰﾄﾞＥ２
　　　②ダンロップ栃木県予選(４５才の部)＋県ベテランダブルス(夏季)<他の年齢区分も実施>
　　　③県秋季ベテラン選手権---ｸﾞﾚｰﾄﾞF　　　　④県選抜ベテラン選手権　を実施しますので
　　　奮ってご参加下さい！！

◆　コンソレ結果　

３

２

２

１

１

0.48

0.542

25 12

24 13

２００６年度　栃木県選抜テニス選手権ダブルス

◆　男子　55才　ダブルス　参加　3ﾍﾟｱ　　

1 1 23 11 0.478 ３

3

◆　男子　60才　ダブルス　参加　3ﾍﾟｱ　　

1 1

2

2

3

柴田道子 ＧＴＣＣ 大田原

山本靖子 トキメック那須 那須塩原 遠藤･田中

青木･杉本 遠藤厚子 ローズＴ．Ｇ 小山

　6-1 田中和江 ローズＴ．Ｇ 小山 工藤･乾

青木香乃 ラディッシュ 宇都宮 　6-2

杉本則子 ケロチャンズ 宇都宮 工藤･乾

工藤敦子 宇都宮セントラル 宇都宮 　6-0
乾裕子 FAIRWIND 宇都宮

13

4

6

10

吉田玲子 Ｕ－遊テニスクラブ 宇都宮

手塚恵子 サンテニス 宇都宮 吉田･手塚

和気悦子 ローズＴ．Ｇ 小山 　8-4
辻紀代子 ローズＴ．Ｇ 小山 松田･山下

大野･小坂 松田洋子 エンデバー 小山 　8-5

　8-2 山下久子 みかも山 佐野 松田･山下

大野恵子 宇都宮アカデミー 宇都宮 　8-4
小坂晴美 フォールート 佐野

8

2

4

6

黒川玲子 ローズＴ．Ｇ 小山

松沼文子 ローズＴ．Ｇ 小山 黒川･松沼

星野芳子 富士通 小山 　8-1
山中吉子 ウィッチーズ 小山

4

13

伊澤雄一 Ｍ’ｓ 宇都宮

佐川正雄 ＴＤＩ 大田原 岩谷･小林

岩谷進 リバティー 宇都宮 　7-5

小林晃 U－遊テニスクラブ 宇都宮 池田･鵜飼

高橋忠伸 ＨＯＮＤＡ　Ｔ．Ｃ 宇都宮 　6-1
若林光男 ＨＨＴＣ 真岡 池田･鵜飼

池田悦夫 宇都宮セントラル 宇都宮 　6-2
鵜飼泰冨 宇都宮セントラル 宇都宮

3

10

14

7


