
第６４回国民体育大会　関東ブロック大会テニス競技結果

1 奥　大賢 1 鈴木　佳太

2 竹島　駿朗 2 箱島　正隆

1 遠藤　賢 1 笹井　正樹

2 保坂　充彦 2 濱中　重宏

1 小板橋　理 1 平岡　伸雄

2 中澤　博俊 2 細貝　龍彦

1 只木　信彰 1 星野　武蔵

2 酒井　祐樹 2 辻　雄馬

●８月２２日（土）　≪１日目≫

◆ Ａブロック ◆ Ｂブロック

東京 埼玉
２－０ ２－１

◆ １回戦敗者戦（４位決定戦） ◆ １回戦敗者戦（４位決定戦）

※ １回戦敗者戦の勝者と対戦した１回戦の勝者が２回戦でも勝者（ブロック１位）となった場合は、

　　そのブロックの反対サイドの１回戦勝者とブロック２～３位決定戦を行なう（２日目）

●８月２３日（日）　≪２日目≫

◆ Ａブロック２～３位決定戦（※の場合） ◆ Ｂブロック２～３位決定戦（※の場合）

◆ ８位決定戦（Ａ・Ｂブロック４位の対戦）

栃木
２－１

◆ ６～７位決定戦（８位決定戦の勝者と反対ブロック３位との対戦）

栃木
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埼玉
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山梨
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群馬 中澤　博俊
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▲ １回戦敗者戦の勝者と対戦した１回戦の勝者は、ブロック２位決定

群馬

組み合わせ　　【成年男子の部】

箱島　正隆

笹井　正樹

平岡　伸雄

神奈川 酒井　祐樹

山梨 保坂　充彦



第６４回国民体育大会　関東ブロック大会テニス競技結果

1 1 大竹　志歩

2 2 桑田　寛子

1 三浦　麻奈美 1 鍋谷　昌栄

2 奥田　なる美 2 松田　実季

1 関　真由美 1 渡辺　裕美子

2 丸田　有花 2 横田　友見

1 広瀬　るりえ 1 奥間　安祐美

2 細貝　沙織 2 涌井　真耶

●８月２２日（土）　≪１日目≫

◆ Ａブロック ◆ Ｂブロック

神奈川 東京

２－０ ２－０

◆ １回戦敗者戦（４位決定戦） ◆ １回戦敗者戦（４位決定戦）

※ １回戦敗者戦の勝者と対戦した１回戦の勝者が２回戦でも勝者（ブロック１位）となった場合は、

　　そのブロックの反対サイドの１回戦勝者とブロック２～３位決定戦を行なう（２日目）

●８月２３日（日）　≪２日目≫

◆ Ａブロック２～３位決定戦（※の場合） ◆ Ｂブロック２～３位決定戦（※の場合）

◆ ８位決定戦（Ａ・Ｂブロック４位の対戦）
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組み合わせ　　【成年女子の部】
都　県 監　督 選　手 都　県 監　督 選　手
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▲ １回戦敗者戦の勝者と対戦した１回戦の勝者は、ブロック２位決定
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   第６４回国民体育大会関東ブロック大会結果報告書  2009.8.24 
 
                                         栃木県テニス協会 
                                総監督：阿久津定之  
 
１． 大会概要   
      ・日程   平成21年8月21日(金)～8月23日(日) 

               ・会場     千葉県県立柏の葉庭球場、柏市柏の葉庭球場 
・主催    （財）日本体育協会・千葉県・関東テニス協会・柏市 
・主管   千葉県教育委員会・千葉県体育協会・千葉県テニス協会 

              柏市教育委員会・柏市体育協会 
        ・後援   文部科学省 
２．試合方法 

・競技は、各種別それぞれ３ポイント（単２・複１）とし、その勝敗は獲

得したポイント数の多少によって決める。 
                ・試合は、各種別とも都道府県対抗のトーナメント方式で行う。 

・試合はすべて８ゲームズプロセット、セミアドバンテージ方式とする。 
・試合は１回戦より勝敗決定後に打ち切る。また、同時進行の場合も同

様とする。 
 
３．参加監督・選手・トレーナー 
         総監督：阿久津定之 

   １．成年男子 監督：阿久津定之 選手：箱島正隆 鈴木佳太 
         ２．成年女子 監督：去田稔 選手：横田友見 渡辺裕美子 
         トレーナー：海老澤重一 
 
４．試合結果 
    ■成年男子 １回戦 対 埼玉県：８月２２日(土) 
 
                   栃木県       ０－②   埼玉県 
 
                Ｓ１  鈴木佳太   ●６－８○  笹井正樹  
 

Ｓ２ 箱島正隆   ●６－８○  濱中重宏 
                            

Ｄ  鈴木佳太    打ち切り  笹井正樹 
                      箱島正隆              濱中重宏 
 
     

 
■成年男子 １回戦敗者戦 対  茨城県：８月２２日(土) 
 

                   栃木県        ０－②    茨城県  
                    
                Ｓ１ 鈴木佳太  ●８－９○   平岡伸雄      
                         （５）                                       
                Ｓ２  箱島正隆  ●６－８○  細貝龍彦     
                                                           
              Ｄ  鈴木佳太   打ち切り   平岡伸雄 
              箱島正隆         細貝龍彦 
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■成年男子 ８位決定戦 対  群馬県：８月２３日(日) 
 

                   栃木県        ②－１    群馬県 
                    
                Ｓ１ 鈴木佳太  ●５－８○   小板橋理      
                                                                 
                Ｓ２  箱島正隆  ○８－３●  中澤博俊     
                                                            
              Ｄ  鈴木佳太   ○８－６●   小板橋理 
              箱島正隆         中澤博俊 
                                                            
                       
■成年男子 ６位決定戦 対  山梨県：８月２３日(日) 
 

                   栃木県        ②－１    山梨県 
                    
                Ｓ１ 鈴木佳太  ○８－５●   遠藤 賢      
                                                                 
                Ｓ２  箱島正隆  ●４－８○  保坂充彦    
                                                            
              Ｄ  鈴木佳太   ○８－５●   遠藤 賢 
              箱島正隆         保坂充彦 
 
 

■成年女子 １回戦 対 千葉県：８月２２日（土） 
 
                   栃木県        ②－１    千葉県  
                    
                Ｓ１ 渡辺裕美子 ●２－８○   涌井 真耶      
                                                                     
                Ｓ２  横田友見  ●３－８○  奥間 安祐美     
                                                            
              Ｄ  渡辺裕美子   打ち切り   涌井 真耶 
              横田友見         奥間 安祐美 
 
 
■成年女子 １回戦敗者戦 対 群馬県：８月２２日（土） 

 
                   栃木県        ０－②    群馬県   
                    
                Ｓ１ 渡辺裕美子  ●３－８○  松田実季     
                         （０）                                        
                Ｓ２  横田友見  ●２－８○  鍋谷昌栄    
 

Ｄ  渡辺裕美子  打ち切り   松田実季 
              横田友見         鍋谷昌栄 
 
                                                            
■成年女子 ８位決定戦 対 茨城県：８月２３日（日） 

 
                   栃木県        １－②    茨城県   
                    
                Ｓ１ 渡辺裕美子  ○８－１●  広瀬るりえ     
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             Ｓ２  横田友見  ●２－８○  細貝沙織    
 

Ｄ 渡辺裕美子  ●４－８○   広瀬るりえ 
             横田友見           細貝沙織 
 
 
５．所感    
 今年の国体関東ブロック大会は、来年本国体が開催される千葉県柏市で行われた。成年

男子と成年女子の会場が別なため開催県の運営は大変だったと思うが、各県の選手役員も

２会場ということで移動が大変でした。来年の本国体は１会場増え、３会場で実施される

ため、来年の本国体は、更に移動が大変になる事が予想される。 
 国体関東ブロック大会は、JOPランキングをもとにシード順位を決める。特に成年男子の
箱島選手はJOP大会の活躍で成績を残しているため、栃木は東京に次ぐ第２シードであった。
しかし、今回の大会では大学生が多く出場し、JOP大会にあまり出ていないため、JOPラン
キングポイントは少ないが、実力のある選手が多く出場していた。特に成年男子の初戦の

相手の埼玉県は、ランキング順位では最下位の８位でしたが、シングルス１の埼玉県の笹

井選手は本県の鈴木選手の法政大学の先輩で、レギュラーの選手でした。鈴木選手は笹井

選手にはまだ勝った事がなく、あっさり負けてしまったそうですが、この日は先に５－２

とリードし勝てるかと思われましたが、後半、実力を発揮され６－８で負けてしまった。

箱島選手は逆に、２－５でリードされたが、徐々に自分のペースを取り戻し、６－６に追

いついた。しかし、２ゲーム連取され６－８で負け、初戦を０－２で落としてしまった。

その後、埼玉県は第３シードの千葉県にも勝ちＢブロック１位で国体関東ブロックを通過

した。 
次の試合は１回戦の敗者戦で茨城県でしたが、鈴木選手はタイブレークまで縺れたもの

の、最後は相手のサービスエースで試合終了。箱島選手も後半、足がつり６－８で負け２

敗となり、Ｂブロック４位で残り試合、すべて勝たなければ、本国体に出場できなくなっ

てしまった。 
２日目の８位決定戦は、群馬県との戦いだった。シングルス１の鈴木選手は５－８で落

としたが、シングルス２の箱島選手が８－４で中澤選手に勝ちダブルス勝負となった。立

ち上がりはお互いサービスをキープしたが、３－４から４ゲーム連取し７－４でそのまま

行くかと思はれたが、相手もペースを変え、２ゲーム連取し７－６と接戦になってしまっ

た。しかし、最後は相手のサーブをブレークし本国体に望みを繋いだ。 
最後の試合の６，７位決定戦では、山梨県と本国体出場の切符をかけた最後の勝負とな

った。シングルス１の鈴木選手はストロークで粘り８－５で勝ち、シングルス２の箱島選

手は、逆に得意のフォアハンドのミスが目立ち４－８で落とし、ダブルス勝負となった。

ダブルスの立ち上がり、６ゲーム連取し７－１となったところから、４ゲーム連取され、

７－５とされ相手のサーブだったが、ブレイクし何とか、成年男子は昨年に続き本国体の

出場を決めた。 
成年女子については、昨年代表の松重選手と吉田選手が故障で県予選に出場できなかっ

たため、今年は選手が入れ替わり、今年高校を卒業した渡辺選手と、一昨年卒業した横田

選手が代表になり、共に成年女子は初出場でした。二人とも作新の先輩後輩で気心が知れ

て良かったのですが、女子のレベルも高く、大学でも上位に残る選手が多く出場していた

ため、結果は８位で本国体に出場することはできませんでした。しかし、シングルス１の

渡辺選手は茨城に８－１で圧勝し、他県の選手ともいい試合ができたので、来年につなが

ると良い経験ができたと思う。 
最後に成年男子が本国体に出場できたのは、選手はもちろん、いろいろサポートしてい

ただいたトレーナーの海老澤先生、また、お忙しい中、女子監督を引き受けて下さった去

田先生のお陰だと感謝しております。来年の本国体は千葉県が開催県でストレートインの

ため、関東からは７都県中、６都県出場できるので、男女揃って本国体に出場できるよう

頑張りたいと思います。また、新潟国体では昨年以上の成績が残せるよう頑張りますので

ご支援、ご指導よろしくお願いいたします。 
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