
２０１６年度 ＴＴＡ ＨＡＮＤ ＢＯＯＫ

■ 栃木県テニス協会
■ 競技運営委員会
■ 宇都宮
■ ㈱ダンロップスポーツマーケティング

■

＊男女共一緒の日程です。コンソレの最終ラウンドは、途中で打切る場合もありますのでご承知願います。
＊天候等により順延になった場合は、ＴＴＡホームページで詳細をご確認ください。

■

＊選考については、ＴＴＡランキング上位者を優先いたします。

■ 栃木県テニス協会登録者（他県で登録している選手は認めておりません）
※二重登録が発覚した場合、参加費の返金は一切応じませんので十分ご注意ください。

■

■ ダンロップ・フォート（イエロー）

■ ※期限厳守

■ 栃木県テニス協会　事務局

※ＦＡＸの場合
①申込書送信　②携帯電話等でメール送信　③ＴＴＡ受理返信メール　④申込み完了

◎辞退する選手は、必ず辞退届を提出してください。

■ ￥ ●振込期限：
※エントリー費は、出場が決定してからの振込みになります。
※ドロー会議前日までの辞退者は返金いたします。

■ シード選考会議
ドロー会議
※受付名簿，シード選考名簿，ドローの公表は順次ＴＴＡホームページに掲載して参ります。

■ 【ＴＴＡ・ＵＲＬ：http://www.tochigi-tennis.com/】

■ 優勝者は関東オープンの推薦(ワイルドカード)と参加費の助成をいたします。そ　の　他

振込先
足利銀行宝積寺支店

各　会　議 2016年12月28日
2017年1月9日

情　　報

名義人 ＴＴＡ競技運営委員会
栃木銀行大田原西支店 普通 4121421

参　加　料 ４，１００／組 2017年1月7日

普通 3018007

moushikomi_tta@ybb.ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ 028-652-7016

注）事務局から[受理メール]返信が無い場合は、受理されていない可能性がありますので注意ください｡

申込締切 2016年12月22日

申　込　先

申込方法
Ｅメール

共通事項
全試合セミアドバンテージ方式を採用します。
雨天等で順延となった場合は、試合方法を変更する場合もあります。

試 合 球

- 0～３

参加資格

試合方法 Ａトーナメント ８ｹﾞｰﾑプロセット　　準決勝以上は、ベストオブ３セットマッチ

女子(Women’s) Ａトーナメント 48 45～48

ストレートイン 予選通過者 ワイルドカード
男子(Men’s) Ａトーナメント 48 45～48 - 0～３

種　　目 種　　目 ク　ラ　ス ド ロ ー 数

決勝
2月11日 土 清原中央公園 ※予備日
2月4日 土 屋板運動場 Ａトーナメント

ラ　ウ　ン　ド
1月22日 日 栃木県総合運動公園 Ａトーナメント 準々決勝・（コンソレ/決勝）

協　　賛 下野新聞社

期間会場 日　程 曜日 会　　　場 種　　目

栃木県選抜テニス選手権ダブルス

主　　催
主　　管

担当協会



選手番号 氏　　　名 クラブ名 協会名
シード等

１R ２R ３R QF SF F

杉山 彰杉山 彰杉山 彰杉山 彰 サトウGTCサトウGTCサトウGTCサトウGTC 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

森下 裕貴森下 裕貴森下 裕貴森下 裕貴 サトウGTCサトウGTCサトウGTCサトウGTC 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 杉山 彰杉山 彰杉山 彰杉山 彰 WINNER

森下 裕貴森下 裕貴森下 裕貴森下 裕貴

杉山・森下 佐藤 政大佐藤 政大佐藤 政大佐藤 政大 6-3

萩原 学萩原 学萩原 学萩原 学 宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-5 玉腰 敬太玉腰 敬太玉腰 敬太玉腰 敬太 6-2

福田 裕之福田 裕之福田 裕之福田 裕之 Double NineDouble NineDouble NineDouble Nine 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 萩原・福田

田部井 究也田部井 究也田部井 究也田部井 究也 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 8-2

植竹 徹植竹 徹植竹 徹植竹 徹 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 杉山・森下

多部田 丈予多部田 丈予多部田 丈予多部田 丈予 CTCCTCCTCCTC 大田原大田原大田原大田原 8-4

深澤 哲也深澤 哲也深澤 哲也深澤 哲也 ラフィエスタラフィエスタラフィエスタラフィエスタ 大田原大田原大田原大田原 吉川・篠原

吉川 典男吉川 典男吉川 典男吉川 典男 ウィンディウィンディウィンディウィンディ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 9-7

篠原邦嘉篠原邦嘉篠原邦嘉篠原邦嘉 RivreRivreRivreRivre 足利足利足利足利 松葉・田島

BYEBYEBYEBYE 8-5

松葉 直樹松葉 直樹松葉 直樹松葉 直樹 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利

田島 基豪田島 基豪田島 基豪田島 基豪 アキレスアキレスアキレスアキレス 足利足利足利足利 杉山・森下

日向野 誠基日向野 誠基日向野 誠基日向野 誠基 Ｎｅｘｔ．Ｎｅｘｔ．Ｎｅｘｔ．Ｎｅｘｔ． 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-2

西村 拓也西村 拓也西村 拓也西村 拓也 ＨＯＮＤＡ Ｔ．ＣＨＯＮＤＡ Ｔ．ＣＨＯＮＤＡ Ｔ．ＣＨＯＮＤＡ Ｔ．Ｃ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

BYEBYEBYEBYE

日向野・西村

船越 厚至船越 厚至船越 厚至船越 厚至 後藤テニスクラブ親園後藤テニスクラブ親園後藤テニスクラブ親園後藤テニスクラブ親園 大田原大田原大田原大田原 8-4

太田 和則太田 和則太田 和則太田 和則 後藤テニスクラブ親園後藤テニスクラブ親園後藤テニスクラブ親園後藤テニスクラブ親園 大田原大田原大田原大田原 船越・太田

戸松 博戸松 博戸松 博戸松 博 ＳＢＴＣＳＢＴＣＳＢＴＣＳＢＴＣ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 9-7

朝倉 規雄朝倉 規雄朝倉 規雄朝倉 規雄 ＳＢＴＣＳＢＴＣＳＢＴＣＳＢＴＣ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 石川・加藤

七海 貴紀七海 貴紀七海 貴紀七海 貴紀 後藤テニスクラブ親園後藤テニスクラブ親園後藤テニスクラブ親園後藤テニスクラブ親園 大田原大田原大田原大田原 8-2

斎藤 優斗斎藤 優斗斎藤 優斗斎藤 優斗 ダブルベーグルダブルベーグルダブルベーグルダブルベーグル 小山小山小山小山
松村・久保田

松村 智也松村 智也松村 智也松村 智也 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 8-4

久保田 桂輔久保田 桂輔久保田 桂輔久保田 桂輔 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 石川・加藤

BYEBYEBYEBYE 9-7

石川 祥石川 祥石川 祥石川 祥 栃木銀行栃木銀行栃木銀行栃木銀行 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

加藤 貴哉加藤 貴哉加藤 貴哉加藤 貴哉 鹿沼市役所鹿沼市役所鹿沼市役所鹿沼市役所 鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼 杉山 彰杉山 彰杉山 彰杉山 彰

石塚　智也石塚　智也石塚　智也石塚　智也 NAONAONAONAO 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 6-1 森下 裕貴森下 裕貴森下 裕貴森下 裕貴

升田　貴之升田　貴之升田　貴之升田　貴之 ITCITCITCITC 矢板矢板矢板矢板 6-2

BYEBYEBYEBYE

石塚・升田

真尾 匠一真尾 匠一真尾 匠一真尾 匠一 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 8-1

戸田 真弘戸田 真弘戸田 真弘戸田 真弘 アキレスアキレスアキレスアキレス 足利足利足利足利 真尾・戸田

梅津 京梅津 京梅津 京梅津 京 CTCCTCCTCCTC 大田原大田原大田原大田原 8-0

宮 勇斗宮 勇斗宮 勇斗宮 勇斗 CTCCTCCTCCTC 大田原大田原大田原大田原 宮澤・大和

笠倉 一寿笠倉 一寿笠倉 一寿笠倉 一寿 dreamdreamdreamdream 小山小山小山小山 9-7

廣田 晴紀廣田 晴紀廣田 晴紀廣田 晴紀 dreamdreamdreamdream 小山小山小山小山 笠倉・廣田

茅野 遼太茅野 遼太茅野 遼太茅野 遼太 ウィンディウィンディウィンディウィンディ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-2

久保田 昌也久保田 昌也久保田 昌也久保田 昌也 ウィンディウィンディウィンディウィンディ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 宮澤・大和

BYEBYEBYEBYE 8-4

宮澤 保志宮澤 保志宮澤 保志宮澤 保志 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利

大和 秀行大和 秀行大和 秀行大和 秀行 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 宮澤・大和

藤沼 瑞輝藤沼 瑞輝藤沼 瑞輝藤沼 瑞輝 VOXVOXVOXVOX 下野下野下野下野 9-8（5）

藤沼 善紀藤沼 善紀藤沼 善紀藤沼 善紀 バージュバージュバージュバージュ 下野下野下野下野

BYEBYEBYEBYE

藤沼・藤沼

阿部 喜亮阿部 喜亮阿部 喜亮阿部 喜亮 (爆)TC(爆)TC(爆)TC(爆)TC 小山小山小山小山 8-2

矢木田 義人矢木田 義人矢木田 義人矢木田 義人 富士通富士通富士通富士通 小山小山小山小山 杉山・阿部

杉山 正博杉山 正博杉山 正博杉山 正博 P.J.DP.J.DP.J.DP.J.D 真岡真岡真岡真岡 8-2

阿部辰紀阿部辰紀阿部辰紀阿部辰紀 moatmoatmoatmoat 小山市小山市小山市小山市 藤沼・藤沼

岩出 龍彦岩出 龍彦岩出 龍彦岩出 龍彦 富士重工富士重工富士重工富士重工 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-4

大垣 波人大垣 波人大垣 波人大垣 波人 FTSFTSFTSFTS 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 永井・中島

永井 義佑永井 義佑永井 義佑永井 義佑 カフェ・オレカフェ・オレカフェ・オレカフェ・オレ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-5

中島 貴大中島 貴大中島 貴大中島 貴大 カフェ・オレカフェ・オレカフェ・オレカフェ・オレ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 歌川・高山

BYEBYEBYEBYE 8-6

歌川 寛得歌川 寛得歌川 寛得歌川 寛得 ビッグツリービッグツリービッグツリービッグツリー 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

高高高高山山山山    禎禎禎禎唯唯唯唯 ビビビビッッッッググググツツツツリリリリーーーー 宇宇宇宇都都都都宮宮宮宮
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選手番号 氏　　　名 クラブ名 協会名
シード等

１R ２R ３R QF SF F

佐藤 政大佐藤 政大佐藤 政大佐藤 政大 サトウGTCサトウGTCサトウGTCサトウGTC 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

玉腰 敬太玉腰 敬太玉腰 敬太玉腰 敬太 サトウGTCサトウGTCサトウGTCサトウGTC 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

BYEBYEBYEBYE

佐藤・玉腰

手塚 有莉手塚 有莉手塚 有莉手塚 有莉 RIZURIZURIZURIZU 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-1

川村 京介川村 京介川村 京介川村 京介 宇都宮テニスクラブ宇都宮テニスクラブ宇都宮テニスクラブ宇都宮テニスクラブ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 手塚・川村

加藤 秀昭加藤 秀昭加藤 秀昭加藤 秀昭 P.J.DP.J.DP.J.DP.J.D 真岡真岡真岡真岡 8-2

迫田 宗達迫田 宗達迫田 宗達迫田 宗達 P.J.DP.J.DP.J.DP.J.D 真岡真岡真岡真岡 佐藤・玉腰

坂原 学坂原 学坂原 学坂原 学 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 8-2

齋藤 聡齋藤 聡齋藤 聡齋藤 聡 ＬＯＶＥ・ＡＬＬＬＯＶＥ・ＡＬＬＬＯＶＥ・ＡＬＬＬＯＶＥ・ＡＬＬ 足利足利足利足利 吉村・吉村

吉村 雄太吉村 雄太吉村 雄太吉村 雄太 サトウGTCサトウGTCサトウGTCサトウGTC 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-1

吉村 健児吉村 健児吉村 健児吉村 健児 サトウGTCサトウGTCサトウGTCサトウGTC 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 吉村・吉村

BYEBYEBYEBYE 8-3

志賀 路朗志賀 路朗志賀 路朗志賀 路朗 サルトビサルトビサルトビサルトビ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

山下隼山下隼山下隼山下隼 サルトビサルトビサルトビサルトビ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 佐藤・玉腰

若若若若林林林林    克弥克弥克弥克弥 ＨＨＨＨＩＩＩＩＴＴＴＴ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-1

鈴鈴鈴鈴木 寛木 寛木 寛木 寛伸伸伸伸 ＨＨＨＨＩＩＩＩＴＴＴＴ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

BYEBYEBYEBYE

若林・鈴木

町町町町井 井 井 井 浩美浩美浩美浩美 ウィンディウィンディウィンディウィンディ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-3

鈴鈴鈴鈴木 木 木 木 芳芳芳芳人人人人 ウィンディウィンディウィンディウィンディ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 藤澤・古森

藤澤 義藤澤 義藤澤 義藤澤 義仁仁仁仁 ダブルベーグルダブルベーグルダブルベーグルダブルベーグル 小山小山小山小山 8-6

古古古古森 健太森 健太森 健太森 健太 ダブルベーグルダブルベーグルダブルベーグルダブルベーグル 小山小山小山小山 若林・鈴木

手塚 弘紀手塚 弘紀手塚 弘紀手塚 弘紀 ＨＨＨＨＩＩＩＩＴＴＴＴ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-3

岩岩岩岩渕渕渕渕    光生光生光生光生 ＨＨＨＨＩＩＩＩＴＴＴＴ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 小峰・附田

小小小小峰峰峰峰    千幸千幸千幸千幸 moatmoatmoatmoat 小山小山小山小山 8-4

附附附附田 昌大田 昌大田 昌大田 昌大 moatmoatmoatmoat 小山小山小山小山 奥村・河内

BYEBYEBYEBYE 8-3

奥奥奥奥山 直大山 直大山 直大山 直大 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利

河内河内河内河内    良良良良太太太太 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 佐藤 政大佐藤 政大佐藤 政大佐藤 政大

小小小小堀堀堀堀 達也 達也 達也 達也 moatmoatmoatmoat 小山小山小山小山 6-1 玉腰 敬太玉腰 敬太玉腰 敬太玉腰 敬太

関関関関野 野 野 野 将司将司将司将司 佐野サンラ佐野サンラ佐野サンラ佐野サンライズイズイズイズ 佐野佐野佐野佐野 6-4

BYEBYEBYEBYE

小堀・関野

柳柳柳柳    敏幸敏幸敏幸敏幸 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 8-1

金子金子金子金子　正　正　正　正二二二二 足利足利足利足利ロロロローンーンーンーン 足利足利足利足利
羽鳥・為我井

羽鳥羽鳥羽鳥羽鳥    賢治賢治賢治賢治 ローズテニスガーデンローズテニスガーデンローズテニスガーデンローズテニスガーデン 小山小山小山小山 8-5

為我為我為我為我井 義和井 義和井 義和井 義和 dreamdreamdreamdream 小山小山小山小山 山本・照井

関口関口関口関口 勇 勇 勇 勇二二二二 BEBEBEBESTSTSTST 栃木栃木栃木栃木 8-4

太田 真人太田 真人太田 真人太田 真人 VOXVOXVOXVOX 下野下野下野下野 渡邊・太田

渡邊渡邊渡邊渡邊    隆隆隆隆典典典典 RIZURIZURIZURIZU 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-5

太田 太田 太田 太田 英英英英樹樹樹樹 ククククロロロロススススポイポイポイポイントントントント 佐野佐野佐野佐野 山本・照井

BYEBYEBYEBYE 8-4

山山山山本本本本    八聖八聖八聖八聖 ＨＯＮＤＡ Ｔ．ＣＨＯＮＤＡ Ｔ．ＣＨＯＮＤＡ Ｔ．ＣＨＯＮＤＡ Ｔ．Ｃ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

照照照照井 井 井 井 隆晃隆晃隆晃隆晃 鹿沼市役所鹿沼市役所鹿沼市役所鹿沼市役所 鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼 柚木・青木

穴穴穴穴山 山 山 山 榮榮榮榮人人人人 ラフィエスタラフィエスタラフィエスタラフィエスタ 大田原大田原大田原大田原 8-2

深深深深沢沢沢沢　　　　充充充充 ラフィエスタラフィエスタラフィエスタラフィエスタ 大田原大田原大田原大田原

BYEBYEBYEBYE

穴山・深沢

田村 田村 田村 田村 憲憲憲憲一一一一 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 8-5

去去去去田 田 田 田 巧巧巧巧 ＬＯＶＥ・ＡＬＬＬＯＶＥ・ＡＬＬＬＯＶＥ・ＡＬＬＬＯＶＥ・ＡＬＬ 足利足利足利足利 両角・高村

両角両角両角両角    賢賢賢賢一一一一郎郎郎郎 ＨＯＮＤＡ Ｔ．ＣＨＯＮＤＡ Ｔ．ＣＨＯＮＤＡ Ｔ．ＣＨＯＮＤＡ Ｔ．Ｃ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-1

高村 裕高村 裕高村 裕高村 裕 Double NineDouble NineDouble NineDouble Nine 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 柚木・青木

柚柚柚柚木 木 木 木 武武武武 YYYYuuuuzzzzu TSu TSu TSu TS 真岡真岡真岡真岡 8-1

青青青青木 健木 健木 健木 健登登登登 宇都宮テニスクラブ宇都宮テニスクラブ宇都宮テニスクラブ宇都宮テニスクラブ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 柚木・青木

石塚 義石塚 義石塚 義石塚 義成成成成 ＹＹＹＹＡＡＡＡＺＩＺＩＺＩＺＩＥＳＥＳＥＳＥＳ 佐野佐野佐野佐野 8-1

田島 田島 田島 田島 孝悟孝悟孝悟孝悟 佐野サンラ佐野サンラ佐野サンラ佐野サンライズイズイズイズ 佐野佐野佐野佐野 柚木・青木

BYEBYEBYEBYE 8-1

小川 誠小川 誠小川 誠小川 誠 FTSFTSFTSFTS 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

小小小小竹竹竹竹    俊俊俊俊行行行行 ＬＬＬＬＯＯＯＯＶＶＶＶＥＥＥＥ・・・・ＡＡＡＡＬＬＬＬＬＬＬＬ 足足足足利利利利

栃木県選抜テニス選手権ダブルス栃木県選抜テニス選手権ダブルス栃木県選抜テニス選手権ダブルス栃木県選抜テニス選手権ダブルス

◆　一般男子ドローBブロック　（Men's　Doubles　MAIN　DRAW）◆　一般男子ドローBブロック　（Men's　Doubles　MAIN　DRAW）◆　一般男子ドローBブロック　（Men's　Doubles　MAIN　DRAW）◆　一般男子ドローBブロック　（Men's　Doubles　MAIN　DRAW）

33333333 5～85～85～85～8

34343434

35353535

36363636

37373737

38383838

39393939

41414141
13～1613～1613～1613～16

42424242

40404040 9～129～129～129～12

45454545

46464646

47474747

44444444

43434343

49494949 5～85～85～85～8

50505050

51515151

56565656 9～129～129～129～12

48484848 3～43～43～43～4

52525252

60606060

53535353

54545454

55555555

63636363

57575757
13～1613～1613～1613～16

58585858

59595959

64646464 2222

61616161

62626262



選手番号 氏　　　名 クラブ名 協会名
シード等

１R ２R ３R QF SF F

岩渕 総子岩渕 総子岩渕 総子岩渕 総子 ＨＩＴＨＩＴＨＩＴＨＩＴ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

三笠 陽子三笠 陽子三笠 陽子三笠 陽子 ラフィエスタラフィエスタラフィエスタラフィエスタ 大田原大田原大田原大田原 岩渕 総子岩渕 総子岩渕 総子岩渕 総子

BYEBYEBYEBYE
三笠 陽子三笠 陽子三笠 陽子三笠 陽子

WINNER

岩渕・三笠 加藤 美怜加藤 美怜加藤 美怜加藤 美怜
6-3

長山 亜紀子長山 亜紀子長山 亜紀子長山 亜紀子 ＴＡテニスＴＡテニスＴＡテニスＴＡテニス 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-0
吉田 麻美吉田 麻美吉田 麻美吉田 麻美

6-1

磯山 有美磯山 有美磯山 有美磯山 有美 ユニティ（ＵＮＴ）ユニティ（ＵＮＴ）ユニティ（ＵＮＴ）ユニティ（ＵＮＴ） 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 長山・磯山

鈴木 満里子鈴木 満里子鈴木 満里子鈴木 満里子 RIZURIZURIZURIZU 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-6

小嶋 栄美小嶋 栄美小嶋 栄美小嶋 栄美 RIZURIZURIZURIZU 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 岩渕・三笠

遠藤 ひとみ遠藤 ひとみ遠藤 ひとみ遠藤 ひとみ moatmoatmoatmoat 小山小山小山小山 8-2

今井 真菜今井 真菜今井 真菜今井 真菜 サルトビサルトビサルトビサルトビ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 小堀・若本

小堀 智美小堀 智美小堀 智美小堀 智美 ウィッチーズテニスクラブウィッチーズテニスクラブウィッチーズテニスクラブウィッチーズテニスクラブ 小山小山小山小山 8-5

若本三千代若本三千代若本三千代若本三千代 シュガーバンビシュガーバンビシュガーバンビシュガーバンビ 小山市小山市小山市小山市 高島・磯部

BYEBYEBYEBYE 8-2

高島 伸枝高島 伸枝高島 伸枝高島 伸枝 KTCKTCKTCKTC 下野下野下野下野

磯部 みよ子磯部 みよ子磯部 みよ子磯部 みよ子 TEAM SWYTEAM SWYTEAM SWYTEAM SWY 栃木栃木栃木栃木 岩渕・三笠

萩原 美保子萩原 美保子萩原 美保子萩原 美保子 宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-4

佐藤 千恵子佐藤 千恵子佐藤 千恵子佐藤 千恵子 エンデバーテニスクラブエンデバーテニスクラブエンデバーテニスクラブエンデバーテニスクラブ 小山小山小山小山

BYEBYEBYEBYE

萩原・佐藤

横尾 恭栄横尾 恭栄横尾 恭栄横尾 恭栄 RIZURIZURIZURIZU 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-3

富井 浩枝富井 浩枝富井 浩枝富井 浩枝 リバティーリバティーリバティーリバティー 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 横尾・富井

岸 喜世子岸 喜世子岸 喜世子岸 喜世子 EVOLUTIONEVOLUTIONEVOLUTIONEVOLUTION 小山小山小山小山 8-2

国分 文子国分 文子国分 文子国分 文子 BURJBURJBURJBURJ 小山小山小山小山 阿部・富川

飯島 正子飯島 正子飯島 正子飯島 正子 コマツレディースコマツレディースコマツレディースコマツレディース 小山小山小山小山 8-4

平野 浩子平野 浩子平野 浩子平野 浩子 トマト LISトマト LISトマト LISトマト LIS 小山小山小山小山 阿部・富川

阿部　祐理子阿部　祐理子阿部　祐理子阿部　祐理子 moatmoatmoatmoat 小山小山小山小山 8-1

富川　佳代子富川　佳代子富川　佳代子富川　佳代子 ＦＴＣＦＴＣＦＴＣＦＴＣ 矢板矢板矢板矢板 阿部・富川

BYEBYEBYEBYE 8-6

沖田 恵子沖田 恵子沖田 恵子沖田 恵子 RIZURIZURIZURIZU 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

大谷　三枝大谷　三枝大谷　三枝大谷　三枝 大田原レオ大田原レオ大田原レオ大田原レオ 大田原大田原大田原大田原 岩渕 総子岩渕 総子岩渕 総子岩渕 総子

松本 恭子松本 恭子松本 恭子松本 恭子 クロスポイントクロスポイントクロスポイントクロスポイント 佐野佐野佐野佐野 7-5 三笠 陽子三笠 陽子三笠 陽子三笠 陽子

稲川 紀子稲川 紀子稲川 紀子稲川 紀子 KGTCKGTCKGTCKGTC 真岡真岡真岡真岡 6-3

BYEBYEBYEBYE

松本・稲川

鍵山 博子鍵山 博子鍵山 博子鍵山 博子 ユニティ（ＵＮＴ）ユニティ（ＵＮＴ）ユニティ（ＵＮＴ）ユニティ（ＵＮＴ） 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-0

山村　利美山村　利美山村　利美山村　利美 真岡病院真岡病院真岡病院真岡病院 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 岩間・藤江

岩間 里子岩間 里子岩間 里子岩間 里子 FAIR WINDFAIR WINDFAIR WINDFAIR WIND 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-4

藤江 喜恵子藤江 喜恵子藤江 喜恵子藤江 喜恵子 クールライフスポーツクールライフスポーツクールライフスポーツクールライフスポーツ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 松本・稲川

江崎 慶子江崎 慶子江崎 慶子江崎 慶子 ラフィエスタラフィエスタラフィエスタラフィエスタ 大田原大田原大田原大田原 8-3

中山 晴美中山 晴美中山 晴美中山 晴美 ラフィエスタラフィエスタラフィエスタラフィエスタ 大田原大田原大田原大田原 江崎・中山

重松千恵子重松千恵子重松千恵子重松千恵子 エースアカデミーエースアカデミーエースアカデミーエースアカデミー 足利足利足利足利 8-6

田口 佳代子田口 佳代子田口 佳代子田口 佳代子 ウィッチーズテニスクラブウィッチーズテニスクラブウィッチーズテニスクラブウィッチーズテニスクラブ 小山小山小山小山 江崎・中山

BYEBYEBYEBYE 9-7

手塚 和子手塚 和子手塚 和子手塚 和子 RIZURIZURIZURIZU 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

渡邊 千鶴渡邊 千鶴渡邊 千鶴渡邊 千鶴 RIZURIZURIZURIZU 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 齋藤・深澤

野中　かな江野中　かな江野中　かな江野中　かな江 ＴＯＫＩＴＯＫＩＴＯＫＩＴＯＫＩ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-5

飯塚 朋美飯塚 朋美飯塚 朋美飯塚 朋美 宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

BYEBYEBYEBYE 金久保・宮下
大関 和代大関 和代大関 和代大関 和代 クロスポイントクロスポイントクロスポイントクロスポイント 佐野佐野佐野佐野 8-6

小高 直子小高 直子小高 直子小高 直子 ラベンダー テニスクラブラベンダー テニスクラブラベンダー テニスクラブラベンダー テニスクラブ 足利足利足利足利
金久保・宮下

金久保 順子金久保 順子金久保 順子金久保 順子 moatmoatmoatmoat 小山小山小山小山 8-4

宮下　とも子宮下　とも子宮下　とも子宮下　とも子 ローズTGローズTGローズTGローズTG 小山市小山市小山市小山市 齋藤、深澤

市川 泰世市川 泰世市川 泰世市川 泰世 RIZURIZURIZURIZU 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-4

後藤 里美後藤 里美後藤 里美後藤 里美 ラフィエスタラフィエスタラフィエスタラフィエスタ 大田原大田原大田原大田原 市川・後藤

松沼 文子松沼 文子松沼 文子松沼 文子 ローズテニスガーデンローズテニスガーデンローズテニスガーデンローズテニスガーデン 小山小山小山小山 8-2

山下 久子山下 久子山下 久子山下 久子 サタデーサタデーサタデーサタデー 小山小山小山小山 齋藤、深澤

BYEBYEBYEBYE 9-8（10）

齋藤 敦子齋藤 敦子齋藤 敦子齋藤 敦子 amigoT.CamigoT.CamigoT.CamigoT.C 大田原大田原大田原大田原

深澤 るみ子深澤 るみ子深澤 るみ子深澤 るみ子 ラフィエスタラフィエスタラフィエスタラフィエスタ 大田原大田原大田原大田原
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選手

番号

氏　　　名 クラブ名 協会名
シード等

１R ２R ３R QF SF F

工藤 敦子工藤 敦子工藤 敦子工藤 敦子 エンデバーテニスクラブエンデバーテニスクラブエンデバーテニスクラブエンデバーテニスクラブ 小山小山小山小山

篠崎 優子篠崎 優子篠崎 優子篠崎 優子 真岡スポーツクラブ真岡スポーツクラブ真岡スポーツクラブ真岡スポーツクラブ 真岡真岡真岡真岡

BYEBYEBYEBYE

梅津・藤田

梅津 華梅津 華梅津 華梅津 華 amigoT.CamigoT.CamigoT.CamigoT.C 大田原大田原大田原大田原 8-2

藤田 直美藤田 直美藤田 直美藤田 直美 amigoT.CamigoT.CamigoT.CamigoT.C 大田原大田原大田原大田原 梅津・藤田

中澤 育代中澤 育代中澤 育代中澤 育代 ピュア―ピュア―ピュア―ピュア― 栃木栃木栃木栃木 9-7

後藤 久恵後藤 久恵後藤 久恵後藤 久恵 KTCKTCKTCKTC 下野下野下野下野 加藤・吉田

氏家 悦子氏家 悦子氏家 悦子氏家 悦子 KTCKTCKTCKTC 下野下野下野下野 8-1

柊木 卓子柊木 卓子柊木 卓子柊木 卓子 KTCKTCKTCKTC 下野下野下野下野 氏家・柊木

黒澤　むつみ黒澤　むつみ黒澤　むつみ黒澤　むつみ サンテニスサンテニスサンテニスサンテニス 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-4

山口 悦子山口 悦子山口 悦子山口 悦子 RISINGRISINGRISINGRISING 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 加藤・吉田

BYEBYEBYEBYE 8-1

加藤 美怜加藤 美怜加藤 美怜加藤 美怜 宇都宮テニスクラブ宇都宮テニスクラブ宇都宮テニスクラブ宇都宮テニスクラブ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

吉田 麻美吉田 麻美吉田 麻美吉田 麻美 VOXVOXVOXVOX 下野下野下野下野 加藤・吉田

福岡 幸江福岡 幸江福岡 幸江福岡 幸江 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 8-1

鈴木 貴子鈴木 貴子鈴木 貴子鈴木 貴子 ＬＯＶＥ・ＡＬＬＬＯＶＥ・ＡＬＬＬＯＶＥ・ＡＬＬＬＯＶＥ・ＡＬＬ 足利足利足利足利

BYEBYEBYEBYE

野澤・稲葉

田口　美由紀田口　美由紀田口　美由紀田口　美由紀 シュガーバンビシュガーバンビシュガーバンビシュガーバンビ 小山市小山市小山市小山市 8-4

清成 恵子清成 恵子清成 恵子清成 恵子 SMILESMILESMILESMILE 小山小山小山小山 野澤・稲葉

野澤 英恵野澤 英恵野澤 英恵野澤 英恵 コマツレディースコマツレディースコマツレディースコマツレディース 小山小山小山小山 8-3

稲葉 直実稲葉 直実稲葉 直実稲葉 直実 つばめがえしつばめがえしつばめがえしつばめがえし 小山小山小山小山 吉田・菱沼

中川 尚子中川 尚子中川 尚子中川 尚子 宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-5

大島 文子大島 文子大島 文子大島 文子 宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 中川・大島

酒井 恵子酒井 恵子酒井 恵子酒井 恵子 FAIR WINDFAIR WINDFAIR WINDFAIR WIND 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-1

神山　厚子神山　厚子神山　厚子神山　厚子 RISINGRISINGRISINGRISING 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 吉田・菱沼

BYEBYEBYEBYE 8-2

吉田　幸子吉田　幸子吉田　幸子吉田　幸子 ＦＴＳＦＴＳＦＴＳＦＴＳ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

菱沼　礼子菱沼　礼子菱沼　礼子菱沼　礼子 ＦＴＳＦＴＳＦＴＳＦＴＳ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 加藤 美怜加藤 美怜加藤 美怜加藤 美怜

磯貝 美恵子磯貝 美恵子磯貝 美恵子磯貝 美恵子 クロスポイントクロスポイントクロスポイントクロスポイント 佐野佐野佐野佐野 6-1 吉田 麻美吉田 麻美吉田 麻美吉田 麻美

宮川 宣子宮川 宣子宮川 宣子宮川 宣子 ローズテニスガーデンローズテニスガーデンローズテニスガーデンローズテニスガーデン 小山小山小山小山 6-0

BYEBYEBYEBYE

磯貝・宮川

青木 香乃青木 香乃青木 香乃青木 香乃 RIZURIZURIZURIZU 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-4

木村　千晴木村　千晴木村　千晴木村　千晴 アップルテニスクラブアップルテニスクラブアップルテニスクラブアップルテニスクラブ 那須那須那須那須塩塩塩塩原原原原 遠藤・清水

遠藤 厚子遠藤 厚子遠藤 厚子遠藤 厚子 ローズテニスガーデンローズテニスガーデンローズテニスガーデンローズテニスガーデン 小山小山小山小山 8-6

清清清清水水水水 紀美子 紀美子 紀美子 紀美子 つばめがえしつばめがえしつばめがえしつばめがえし 小山小山小山小山 磯貝・宮川

菅菅菅菅野 久江野 久江野 久江野 久江 トマト LISトマト LISトマト LISトマト LIS 小山小山小山小山 8-4

星星星星野 朋子野 朋子野 朋子野 朋子 シュガーバンビシュガーバンビシュガーバンビシュガーバンビ 小山小山小山小山 沼田・黒川

沼田　久美子沼田　久美子沼田　久美子沼田　久美子 コマツレディースコマツレディースコマツレディースコマツレディース 小山市小山市小山市小山市 9-7

黒川 黒川 黒川 黒川 玲玲玲玲子子子子 ローズテニスガーデンローズテニスガーデンローズテニスガーデンローズテニスガーデン 小山小山小山小山 益子・滝川

BYEBYEBYEBYE 8-1

益益益益子 子 子 子 きくきくきくきく子子子子 ミッミッミッミッキキキキーーーー 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

滝滝滝滝川 川 川 川 君君君君代代代代 クールライフスポーツクールライフスポーツクールライフスポーツクールライフスポーツ 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 磯貝・宮川

市川 敦子市川 敦子市川 敦子市川 敦子 みかも山みかも山みかも山みかも山ＧＧＧＧ.Ｔ.Ｃ.Ｔ.Ｃ.Ｔ.Ｃ.Ｔ.Ｃ 佐野佐野佐野佐野 8-5

福井 福井 福井 福井 寿寿寿寿美子美子美子美子 みかも山みかも山みかも山みかも山ＧＧＧＧ.Ｔ.Ｃ.Ｔ.Ｃ.Ｔ.Ｃ.Ｔ.Ｃ 佐野佐野佐野佐野

BYEBYEBYEBYE

小林・坪井

小小小小林林林林 か か か かほりほりほりほり 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 9-7

坪坪坪坪井 井 井 井 友友友友美美美美 足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ足利ローンテニスクラブ 足利足利足利足利 小林・坪井

真島 幸子真島 幸子真島 幸子真島 幸子 RISINGRISINGRISINGRISING 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-4

斗光斗光斗光斗光    操操操操子子子子 ﾁｰﾑ2001ﾁｰﾑ2001ﾁｰﾑ2001ﾁｰﾑ2001 小山小山小山小山 菅野・藤田

深深深深町町町町 麻紀子 麻紀子 麻紀子 麻紀子 ミッミッミッミッキキキキーーーー 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 8-4

吉成 美吉成 美吉成 美吉成 美穂穂穂穂子子子子 ミッミッミッミッキキキキーーーー 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 佐藤・落合

佐藤 美枝子佐藤 美枝子佐藤 美枝子佐藤 美枝子 フフフフォォォォールートールートールートールート 佐野佐野佐野佐野 8-1

落合落合落合落合 真由美 真由美 真由美 真由美 UIテニスクラブUIテニスクラブUIテニスクラブUIテニスクラブ 鹿鹿鹿鹿沼沼沼沼 菅野・藤田

BYEBYEBYEBYE 8-3

菅菅菅菅野 喜久江野 喜久江野 喜久江野 喜久江 RIZURIZURIZURIZU 宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

藤田 藤田 藤田 藤田 元元元元 みみみみはらはらはらはらレディースレディースレディースレディース 大田原大田原大田原大田原
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