
２０１７年度

☆自分のゴミ＋Ｏｎｅ運動

■ ２０１８年１月２1日（日）・２月３日（土）
○予備日　２月１０日（土）清原中央公園

■ 栃木県総合運動公園 屋板運動場

■ 栃木県テニス協会

■ ㈱ダンロップスポーツマーケティング 下野新聞社

■ 宇都宮テニス協会

● 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 神山　康洋

● 大会副委員長 吉井　正光

● 大会ディレクター 坂本　光広

● アシスタントディレクター 小竹　俊行

● レ フ ェ リ ー 籾山　和子

● アシスタントレフェリー 鈴木　紀雄

● 審　判　員 ＪＴＡ公認審判員

雨天等による開催情報や緊急速報等は左の情報ブログをご覧ください。

公式ウェブサイトURL：http:///www.tochigi-tennis.com/

栃木県選抜テニス選手権ダブルス
期　日

会　場

主　催

協　賛

主　管

≪大会役員≫

T　T　A
栃木県テニス協会

TTAEメール：tta_tennis＠yahoo.co.jp



■ １月２１日（日） ■ 会場：栃木県総合運動公園

【受付時刻】9：00集合の選手　8：45～9：00　 9：20集合の選手　9：05～9：20
 10：30集合の選手　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。
・集合時間を過ぎた選手は、ＷＯとなりますのでご注意ください。
・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。

■ ２月３日（土） ■ 会場：屋板運動場

【受付時刻】9:15～9:30
・注意事項は上記と共通です（雨天の場合についても共通です）

■ 予備日 ２月１０日（土） ■会場：清原中央公園

● １月２１日（日）雨天順延の場合
①２月３日（土） 一般男女：初日 屋板運動場
②２月１０日（土） 一般男女：最終日 清原中央公園

※　天候等の理由で予備日でも試合が消化できなかった場合は、ＴＴＡにて設定した日程で残り試合を実施し、

　　それでも消化できなかった場合は、その時点で大会終了と致します。

■TTAホームページ    ＴＴＡ・ＵＲＬ：http://www.tochigi-tennis.com/

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。

大　会　案　内

集合時間

9:00 男子 １R（試合番号1～16までの選手）

10:30 男女共 ２R（試合番号17～32のシード選手）

9:20

※多少の雨でも実施しますので、会場へ集合してください

種　　目 一般男女 本戦

最終試合 準々決勝まで

種　　目 一般男女 本戦（最終日）

集合時間 9:30 男・女　選手全員

最終試合 決勝まで

女子 １R（試合番号1～16までの選手）



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）

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となりプレー出来ません。

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エアを着用してください。

長ズボンの着用を認めますが、健康、天候等に問題がない場合は、可能な限り正規のテニスウエアで

プレーしてください。

ウエ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。

※ＴＴＡホームページのＪＴＡ服装規定2017年度を参照下さい。

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、TTAホームページのブログへ掲示致します。

試合方法

○一般男女：８ゲームプロセット・セミアドバンテージ方式

準決勝から、３セットマッチ・セミアドバンテージ方式となります。

ラッキールーザー

・欠場者が出た場合ラッキールーザーを採用します。

・ラッキールーザーは、9：00までに受付を済ませてください。

・男女共に、補欠名簿順に採用出場といたします。当日に参加費をお支払いください。

コンソレ(初戦敗退者)も大会当日に実施します。

・コンソレは全て６ゲームマッチ・セミアドバンテージ方式とします。

・試合進行により、変更になる場合も御座いますのでご了承ください。

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、コート内外を巡回しますのでトラブル時は早めに呼んでください。

敗者選手は、次の試合（試合が初戦のときのみ）のウオームアップ（３分間）時のタイムキーパーを

お願いします。

試合球は、ダンロップフォート(イエロー)とします。

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。

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。

表彰について

表彰式は最終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。（受取は代理者でも結構です）　

○本戦ベスト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。

その他

大会優勝者には、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。

2

注　意　事　項

1

6

3

5

7

8

9

10

11

14

4

12

13



選手
番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード等 １R ２R ３R QF SF F

玉腰 敬大 サトウGTC 宇都宮
森下 裕貴 サトウGTC 宇都宮 WINNER

玉腰・森下 6-3
渡邊 隆典 RIZU 宇都宮 8-1 6-2
梅津 京 CTC 大田原市 渡邊・梅津

矢木田 義人 富士通 小山市 8-5
阿部 喜亮 (爆)TC 小山市 玉腰・森下

古森 健太 ダブルベーグル 小山市 8-1
前田 忍 ダブルベーグル 小山市 古森・前田

志賀 路朗 サルトビ 宇都宮 8-3
高松 寛行 サルトビ 宇都宮 落合・津浦

8-6

津浦 隆之 フィナリスタ 真岡
落合 聡 宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮 玉腰・森下

西村 拓也 ＨＯＮＤＡ Ｔ．Ｃ 宇都宮 8-2
高村 裕 Double Nine 宇都宮

西村・高村

吉原 卓未 カフェ・オレ 宇都宮 8-3
須田 俊行 カフェ・オレ 宇都宮 去田・江連

去田 巧 ＬＯＶＥ・ＡＬＬ（ラヴ・オール） 足利 8-6
江連 雅晴 県庁テニスクラブ 宇都宮 西村・高村

福田 裕之 Double Nine 宇都宮 8-1
大島 義宏 宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮 真尾・戸田

真尾 匠一 足利ローンテニスクラブ 足利 8-3
戸田 真弘 アキレス 足利 真尾・戸田

9-8（3）

高山 禎唯 ビッグツリー 宇都宮
歌川 寛得 ビッグツリー 宇都宮
石川 祥 栃木銀行 宇都宮 6-2

藤倉 俊一 ＬＯＶＥ・ＡＬＬ（ラヴ・オール） 足利 6-1

石川・藤倉

齋藤 聡 ＬＯＶＥ・ＡＬＬ（ラヴ・オール） 足利 9-8（3）
坂原 学 足利ローンテニスクラブ 足利 齋藤・坂原

岩出 龍彦 SUBARU 宇都宮 8-6
阿久津 亮汰 SUBARU 宇都宮 石川・藤倉

石井 真史 さくら市テニスクラブ 矢板市 8-5
越智 大輔 キヤノン 宇都宮 小峰・山下

小峰千幸 ｂｒｅａｋ 宇都宮 8-4
山下　隼 サルトビ 宇都宮 両角・上村

8-6

両角 賢一郎 ＨＯＮＤＡ Ｔ．Ｃ 宇都宮
上村 直樹 ＨＯＮＤＡ Ｔ．Ｃ 宇都宮 石川・藤倉

升田 貴之 泉テニスクラブ（ITC) 矢板市 8-6
鈴木 渉 泉テニスクラブ（ITC) 矢板市

相馬・高村

田島 基豪 アキレス 足利 8-6
金子 正二 足利ローンテニスクラブ 足利 相馬・高村

相馬 将紀 ビッグツリー 宇都宮 8-1
高村 直人 ビッグツリー 宇都宮 相馬・高村

穴山 榮人 ラフィエスタ 大田原市 8-4
深沢 充 ラフィエスタ 大田原市 穴山・深沢

杉山 正博 P.J.D 真岡 8-4
江上 貴史 P.J.D 真岡 宮澤・松村

8-4

宮澤 保志 足利ローンテニスクラブ 足利
松村 智也 足利ローンテニスクラブ 足利
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◆　一般男子ドローAブロック　（Men's　Doubles　MAIN　DRAW）　48ドロー
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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

照井 隆晃 鹿沼市役所 鹿沼
中村 公星 ロイヤルテニスクラブ 宇都宮

田島 孝悟 佐野サンライズ 佐野市 照井・中村

石塚義成 ＹＡＺＩＥＳ 佐野市 田島・石塚 8-3
田村 憲一 足利ローンテニスクラブ 足利 8-3
植竹 徹 足利ローンテニスクラブ 足利 照井・中村

笠倉 一寿 dream 小山市 8-3
廣田 晴紀 dream 小山市 笠倉・廣田

吉川典男 ウインディ 宇都宮 8-5
篠原 邦嘉 Ｒｉｖｅｒ 足利 河内・奥山

8-4

河内 良太 足利ローンテニスクラブ 足利
奥山 直大 足利ローンテニスクラブ 足利 大和・久保田

大和 秀行 足利ローンテニスクラブ 足利 8-3
久保田 桂輔 足利ローンテニスクラブ 足利

大和・久保田

永井 義佑 カフェ・オレ 宇都宮 8-6
中島 貴大 カフェ・オレ 宇都宮 若林・小野瀬

若林克弥 ＨＩＴ 宇都宮 8-2
小野瀬帝生 ＨＩＴ 宇都宮 大和・久保田

藤澤 義仁 ダブルベーグル 小山市 8-4
金子 聡 ダブルベーグル 小山市 藤澤・金子

為我井 義和 dream 小山市 8-5
羽鳥 賢治 ローズテニスガーデン 小山市 小川・小竹

8-6

小川 誠 FTS 宇都宮
小竹 俊行 ＬＯＶＥ・ＡＬＬ（ラヴ・オール） 足利
加藤 貴哉 鹿沼市役所 鹿沼 6-3
藤沼 瑞騎 VOX 下野市 6-1

藤城・金子

藤城 俊 栃木銀行 宇都宮 8-2
金子 剛之 宇都宮テニスクラブ 宇都宮 藤城・金子

石戸谷 健進 Double Nine 宇都宮 8-3
鈴木 俊佑 Double Nine 宇都宮 藤城・金子

小林 透 ウィンディ 宇都宮 9-8（6）
藤田 弘幸 宇都宮テニスクラブ 宇都宮 浦部・浦部

浦部 俊之 チームU&T 足利 8-4
浦部 貴史 チームU&T 足利 浦部・浦部

8-6

加藤 秀昭 P.J.D 真岡
迫田 宗達 P.J.D 真岡 関野・小堀

池村京之介 自治医科大学教職員テニスクラブ 小山市 8-6
藤原　正貴 自治医科大学教職員テニスクラブ 小山市

池村・藤原

太田 真人 VOX 下野市 8-5
関口 勇二 BEST 栃木市 太田・関口

松葉 直樹 足利ローンテニスクラブ 足利 8-6
柳 敏幸 足利ローンテニスクラブ 足利 関野・小堀

吉村 雄太 サトウGTC 宇都宮 8-6
川添 章 サトウGTC 宇都宮 吉村・川添

手塚 弘紀 ＨＩＴ 宇都宮 8-5
岩渕 光生 ＨＩＴ 宇都宮 関野・小堀

8-2

関野 将司 佐野サンライズ 佐野市
小堀 達也 moat 小山市
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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

稲川 紀子 真岡スポーツクラブ 真岡
菅野 喜久江 RIZU 宇都宮

WINNER
稲川・菅野 6-0

吉成 美穂子 ミッキー 宇都宮 8-2 6-2
山口 悦子 宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮 遠藤・笠倉

遠藤 ひとみ KTC 下野市 8-3
笠倉 恵 ローズテニスガーデン 小山市 稲川・菅野

斗光 操子 ﾁｰﾑ2001 小山市 8-2
真島 幸子 RISING 宇都宮 和久・阿久津

和久 有里 Team HOWDY 宇都宮 8-2
阿久津 裕子 ユニティ（ＵＮＴ） 宇都宮 和久・阿久津

ＷＯ

中山 晴美 ラフィエスタ 大田原市
江崎 慶子 ラフィエスタ 大田原市 稲川・菅野

阿部 祐理子 moat 小山市 8-3
富川 佳代子 FTC 矢板市

阿部・富川

深町 麻紀子 ミッキー 宇都宮 8-1
中井 裕美子 ユニティ（ＵＮＴ） 宇都宮 小嶋・鈴木

小嶋 栄美 RIZU 宇都宮 9-7
鈴木 満里子 RIZU 宇都宮 阿部・富川

若本 三千代 シュガーバンビ 小山市 8-4
小堀 智美 ウィッチーズテニスクラブ 小山市 深沢・市川

深沢 里美 ラフィエスタ 大田原市 9-7
市川 泰世 RIZU 宇都宮 野澤・戸倉

8-4

野澤 英恵 コマツレディース 小山市
戸倉 香奈恵 ローズテニスガーデン 小山市
吉田 麻美 VOX 下野市 6-1
加藤 美怜 宇都宮テニスクラブ 宇都宮 6-1

吉田・加藤

横島 雅代 昭和電工マスターズ 小山市 8-0
大貫 則子 サンライズ 小山市 横島・大貫

田口 美由紀 シュガーバンビ 小山市 8-5
石川 正子 トマト LIS 小山市 吉田・加藤

津久井 清美 黒磯テニスクラブ 那須塩原 8-0
橋本 美樹 Space 135 那須塩原 津久井・橋本

山崎 美奈子 タムラテニスカレッジ 栃木市 8-5
板東 裕美子 ローズテニスガーデン 小山市 沖田・高島

8-4

沖田 恵子 RIZU 宇都宮
高島 伸枝 KTC 下野市 吉田・加藤

松本 恭子 クロスポイント 佐野市 8-0
佐山 幸子 エンデバーテニスクラブ 小山市

松本・佐山

乾 裕子 FAIR WIND 宇都宮 8-4
纓坂 千恵実 RISING 宇都宮 落合・佐藤

落合 真由美 UIテニスクラブ 鹿沼 8-5
佐藤 美枝子 フォールート 佐野市 三笠・大谷

三森 雅子 FAIR WIND 宇都宮 8-4
松崎 靖子 RISING 宇都宮 柊木・岸

柊木 卓子 ＬＯＶＥ・ＡＬＬ（ラヴ・オール） 足利 9-7
岸 喜世子 サンライズ 小山市 三笠・大谷

8-2

三笠 陽子 ラフィエスタ 大田原市
大谷 三枝 大田原レオテニスクラブ 大田原市

栃木県選抜テニス選手権ダブルス

◆　一般女子ドローAブロック　(Wｏmen's Doubles MAIN DRAW -A)　48ドロー
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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

吉田 幸子 FTS 宇都宮
菱沼 礼子 FTS 宇都宮

吉田・菱沼

重松 千恵子 足利エースアカデミー 足利 8-4
平野 浩子 トマト LIS 小山市 磯山・長山

磯山 有美 ユニティ（ＵＮＴ） 宇都宮 9-8（4）
長山 亜紀子 ＴＡテニス 宇都宮 吉田・菱沼

中川 尚子 宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮 8-1
大島 文子 宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮 中川・大島

小倉 治美 ラフィエスタ 大田原市 8-5
野中 かな江 TOKI テニスサークル 真岡 藤田・梅津

9-7

藤田 直美 amigoT.C 大田原市
梅津 華 amigoT.C 大田原市 小林・堀

小林 かほり 足利ローンテニスクラブ 足利 8-6

堀 菜月 足利ローンテニスクラブ 足利

小林・堀

渡邊 千鶴 RIZU 宇都宮 8-5

手塚 和子 RIZU 宇都宮 萩原・池田

萩原 美保子 宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮 8-5
池田 美香子 FTS 宇都宮 小林・堀

豊田 浩世 RASH 宇都宮 8-4

瓦井 寛子 RASH 宇都宮 狐塚・工藤

狐塚 美佐子 富士通 小山市 8-4
工藤 千寿 富士通 小山市 宮川・磯貝

8-3

宮川 宣子 ローズテニスガーデン 小山市
磯貝 美恵子 クロスポイント 佐野市
工藤 敦子 エンデバーテニスクラブ 小山市 6-2
篠崎 優子 真岡スポーツクラブ 真岡 6-4

工藤・篠崎

高橋 紗佳 amigoT.C 大田原市 8-6
宮 幸子 amigoT.C 大田原市 高橋・宮

横尾 恭栄 ビッグツリー 宇都宮 8-4
富井 浩枝 リバティー 宇都宮 福岡・赤坂

福岡 幸江 足利ローンテニスクラブ 足利 8-0
赤坂 小百合 足利みなみテニスクラブ 足利 福岡・赤坂

氏家 悦子 KTC 下野市 8-3
後藤 久恵 KTC 下野市 福岡・赤坂

8-3

滝川 君代 クールライフスポーツ 宇都宮
飯塚 朋美 宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮 佐藤・稲葉

市川 敦子 みかも山Ｇ.Ｔ.Ｃ 佐野市 8-4
福井 寿美子 みかも山Ｇ.Ｔ.Ｃ 佐野市

市川・福井

藤江 喜恵子 クールライフスポーツ 宇都宮 8-5
鍵山 博子 宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮 藤江・鍵山

青木 香乃 RIZU 宇都宮 8-6
八筬 ミツ子 ローズテニスガーデン 小山市 佐藤・稲葉

益子 きく子 ミッキー 宇都宮 8-2
生井 美智子 宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮 佐藤・稲葉

佐藤 千恵子 エンデバーテニスクラブ 小山市 9-7
稲葉 直実 つばめがえし 小山市 佐藤・稲葉

8-5

齋藤 敦子 amigoT.C 大田原市
深澤 るみ子 ラフィエスタ 大田原市

栃木県選抜テニス選手権ダブルス

◆　一般女子ドローBブロック　(Wｏmen's Doubles MAIN DRAW -B)
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２０１７年度　選抜テニス選手権ダブルス　入賞者

女子３位入賞

男子　優勝 女子　優勝

男子３位入賞

男子　準優勝 女子　準優勝


