
2017 年 

ウィンタージュニアテニストーナメント 

栃木県大会 
日 程    2017 年 1 月 8 日（日）予備日 15 日（日）

会 場    栃木県総合運動公園テニスコート  

主 催    栃木県テニス協会 

後 援    下野新聞社 

協 力    栃木県テニスクラブ連盟 

  大会役員 

 

大会会長     上野 通子 

参 与      市村  茂夫・冨田 勧・高橋  一 

大会委員長    井村  孝一 

大会副委員長   吉井 正光・吉羽 清美・河内 良容 

ディレクター   相馬 将紀 

 レフェリー    中澤 正彦 

競技委員     ジュニア委員会大会運営 B グループ 

審判員       審判委員会  

 

 2017/1/8 男子 8:45 分 女子 9:00 受付〆切。（補欠選手も同じ） 

 受付時に KTA 登録カードを提示して下さい。 

参加料¥2600 を納めてください（釣銭の無いようにお願いします） 



【2017年ウィンタージュニア男子ドロー 】
シード順位

  1:木本　涼介 (足利工大附高),  2:莊　隆二 (足利工大附高),  3:粂川　達 (文星芸大附属高),  4:青木　智寛 (文星芸大附属高),

  5:青木　健登  (宇都宮TC),  6:手塚　有莉 (宇都宮TC),  7:佐藤　大耀 (サトウGTC),  8:郷田　知宏 (文星芸大附属高),

No. 登録番号 氏　名 所属名 1R 2R QF SF F

3803276  岩田　一輝 VOX
飯塚　岳人 佐野日本大学高校

3803038  手塚　有莉  宇都宮TC
濱崎　光章 アウリンTC

3803394  須藤　啓太  アウリンTC
深田　敏希 宇都宮TC

補欠1 濱﨑　光章 アウリンTC

補欠2 飯塚　岳人 佐野日本大学高校
補欠3 川口　蓮 幸福の科学学園
補欠4 深田　敏希  宇都宮TC

木本1 3803979 木本　涼介 足利工大附高

81 木本2 3803158 那須　友紀 文星芸大附属高

3 3802867 髙橋　慶行 ビッグツリー 中田 84

4 3803124 中田　将貴 文星芸大附属高 82 木本

大纏5 3803143 大纒　佑太  宇都宮TC 98(5)

85 青木6 3803007 佐藤　優次 アウリンTC

7 3803309 齋藤　祐太 日光ジュニアＴＣ 青木 82

8 3803173 青木　健登  宇都宮TC 83 木本

青木9 3803094 青木　智寛 文星芸大附属高 84

10 3803131 民谷　浩樹 あかやまTC小山 81 青木

11 3803122 和田　耀平 アウリンTC 和田 82

12 81 青木

上原13 3803869 鈴木　太一 宇都宮TC 82

80 佐藤14 3803386 上原　有翔 あかやまTC小山

15 3803678 木村　拓美 文星芸大附属高 佐藤 81

16 3802739 佐藤　大耀 サトウGTC 81 木本

郷田17 3802958 郷田　知宏 文星芸大附属高 85

86 郷田18 3802995 野口　将矢 リバーテニススクール

19 3802972 桑野　遼馬 VOX 桑野 82

20 3803287 安部　一瑳 リバーテニススクール 80 粂川

大山21 3803050 大山　楓生 文星芸大附属高 98(2)

86 粂川22 3803961 花房　政紀 佐野日本大学高校

23 3803840 内山　湧水 足利工大附高 粂川 81

24 3802865 粂川　達 文星芸大附属高 81 荘

25 菊池 82

86 菊池26 3803237 菊池　碧人 文星芸大附属高

27 3802765 出井　統 リバーテニススクール 出井 84

28 3803155 三浦　新太 文星芸大附属高 86 荘

庄﨑29 3803960 庄﨑　涼 足利工大附高 81

31 84

30 3803408 友寄　真智 幸福の科学学園 ９８（４） 荘

82 粂川 3決 青木32 3803821 莊　隆二 足利工大附高

85

荘

青木（智）



【2017年 ウィンタージュニア女子ドロー 】
シード順位

 1:諏訪 円香 (学悠館高校), 2:保利 ちひろ(宇都宮サンTC), 3:田中 あかり(VOX), 4:畠山 織衣(佐野高校),

 5:佐藤 成美(宇都宮サンTC), 6:白石 有香莉 (宇都宮TC ), 7:増渕 つかさ(宇都宮サンTC), 8:寺田 夏美(宇都宮中央女子高)

No. 登録番号 氏　名 所属名 1R 2R QF SF F

3852578  白石　有香莉   宇都宮TC 
佐藤　美佳 宇都宮中央女子高

補欠1 君島　美羽 高根沢高校
補欠2 佐藤　美佳 宇都宮中央女子高
補欠3 川口　美結 真岡女子高
補欠4 横田　菜月 宇都宮中央女子高

83

31 3852850

畠山

畠山32 3852405 保利　ちひろ 宇都宮サンTC 80 増子 3決

堤　　萌 ロイヤルTC 保利 80

根本29 3852898 根本　菜緒 サトウGTC 83

80 保利30 3852864 吉澤　阿沙実 作新学院高

27 3852860

28 3852723 成井　友紀乃 リバーテニススクール 81 保利

青山　優果 真岡女子高 成井 86

増渕25 3852563 増渕　つかさ 宇都宮サンTC 85

81 増渕26 3852525 高橋　歩 作新学院高

23 3852879

保利24 3852368 畠山　織衣 佐野高校 82

 時庭　彩加 烏山高等学校 畠山 81

田中21 3852515 田中　紗貴 宇都宮TC  83

ｗｏ 畠山22 3852866  田中　菜月  作新学院高

19 3852621

20 3852867 菱沼　美歩 作新学院高 81 畠山

吉新　はづき 日光ジュニアＴＣ 吉新 85

17 田中 83

84 田中18 3852863 田中　菜奈 作新学院高

15 3852527

諏訪16 3852523 寺田　夏美 宇都宮中央女子高 83

大纒　亜衣  宇都宮TC  寺田 98(6)

増子13 3852475 木戸　明日香 ロイヤルTC 83

81 増子14 3852597 増子　未結 宇都宮サンTC

11 3852670

12 3852862 篠原　優季 作新学院高 82 増子

保科　祐衣 真岡女子高 保科 84

篠崎9 3852582 田中　あかり VOX 80

84 篠崎10 3852566 篠崎　有里 宇都宮中央女子高

7 3852899

諏訪8 3852435 佐藤　成美 宇都宮サンTC 80

鈴木　美紅 サトウGTC 佐藤 82

大橋5 3852713 永安　海咲 宇都宮サンTC 81

84 佐藤6 3852441 大橋　歩 アウリンＴＣ

3 3852865

4 3852858 大塚　真穂 真岡女子高 85 諏訪

塚原　郁海 作新学院高 大塚 80

諏訪1 3852136 諏訪　円香 学悠館高校

81 諏訪2 3852678 佐藤　寧々 ロイヤルTC


