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１） 大会は、日本テニス協会のルールに準じます。（一部は協会案で運用します。）２） 試合は８ゲームプロセットマッチ、８ゲームオール後タイブレークです。準決勝から３セットマッチ、６ゲームオール後タイブレークです。男子５５才以上、Ｂ級男子、Ｂ級女子は全試合８ゲームプロセットマッチです。３） ウォームアップは、サーブ６打のみです。４） 最初の試合の方は、ネットの準備に御協力下さい。５） 雨天時でも試合を行う場合があります。また天候によりレギュレーションを変更する場合があります。６） 悪天候等で、試合の有無が不明の場合は、会場での掲示か、会場の大会役員に確認して下さい。７） 受付時間に遅れると、失格になります。１０分前には、大会本部に出席を告げて下さい。８） 次のラウンドのコール時に不在の時は、失格になります。９） 審判は、全てセルフジャッジです。コールははっきり、明確にお願いします。１0） この大会に参加の役員、選手は障害保険が適用されます。事故が起きたときは、大会本部または、事務局に連絡して下さい。
種目時間 １Ｒ（試合番号34～43）２Ｒ（試合番号68～75） １Ｒ２Ｒ４Ｒまで ３Ｒまで種目時間 １Ｒ １Ｒ２Ｒ ２Ｒできるところまで できるところまで種目時間
種目時間11） ・大会１日目（6/30）が雨天中止の場合、一般男子・一般女子は7月13日に行います。その場合、集合時間が変わりますので改めてHP上に掲載します。・大会２日目（7/7）が雨天中止の場合、Ｂ級男子・Ｂ級女子及び55才男子は7月13日となりますが、集合時間等は改めてHP上に掲載します。12） 上記及び上記以外の雨天の場合は、別途大会本部から連絡致します。（宇都宮協会各クラブ及び各支部協会へ連絡するとともに宇都宮協会ＨＰに掲載致します。）13） 一般男子、一般女子の部はランキング対象種目となります。
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）（ ｻﾄｳＧＴＣ ）（ 足利みなみ ）（ ロイヤルＴＣ ）戸松　博 （ SBTC ）木原崇文 （ ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ ））

中山隆司 （ ホンダＥＧ阿見裕斗 ﾐﾚﾆｱﾑ ）青木　孝一 （角嶋　馨儀賀章仁

）

フリー ほのぼの
TEAMHOWDY油家佑紀 Ｂｙｅ

（有路昌浩

保土塚　敬太 （

小野崎康裕 （

）大島達則 （ ｻﾄｳＧＴＣ
ＴＯＫＩ

（池田峰人

ｻﾝﾃﾆｽ ）ﾐﾚﾆｱﾑ ）

３１．３２．２９．３０．２６．２７．

金谷　直 （
ＨＴＣ ）（ 足利みなみ ）和気正典 （ ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ

２８．

ＲＩＺＵ ）大島　康司 （ 野洲会 ）中島　貴大 （ 宇都宮ＴＣ ）
２３．２４．２５． 橘田尚明２２．２１．

キャノン１４． （（ SBTC ） 持田聡５４．１９． 五味渕久雄１７． 吉田真志）荻原俊行 ＲＩＺＵ ））横塚真樹 （ TEAMHOWDYピーク ））（ 大昌電子
５．６． 中村活也

）小堀栄行 （ ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ ）２０．
（若木　優中野　幹直富士重工 ） （４１．ﾘﾊﾞﾃｨｰ ）（ ﾐﾚﾆｱﾑ ）（ SBTC

１．２．４．
）７． 井出隼人 （ ホンダＥＧ９．１１． ４３．堀元章弘 （吉岡　洋８．１２．１３． 加藤　稔 （１５．１６． 目黒隆 （吉田英司 （

（
）萩原英樹 （ 県庁ＴＣ ）（中村智広 富士重工（ ホンダＥＧ宮原　崇晃 （ ＩＴＣ関谷博堀越毅森田雅文１８． ﾐﾚﾆｱﾑ

３８．5856
60 ４５． ）５１． （ HONDAＴＣ ）（ ）５０． ）（５５．５６．５７．５８．５９．６０．

菅野秀樹５３．
４６．４４．
５２．４９．22
３３．
３９．４２．

6121REＴ21REＴ21REＴ21REＴ ４７．小野小野小野小野　85　85　85　8562

＜Ｂ級男子＞＜Ｂ級男子＞＜Ｂ級男子＞＜Ｂ級男子＞３．
１０． ４０．３７．３４．３５．３６． ）Ｆ

TEAMHOWDY ））ＴＯＫＩ ）宇都宮ＴＣ ）金井邦雄 （伊沢寿文 （安藤喬祐 （４８． 斎藤光二

６３．６４．６１．６２．
ＴＡテニス ）

小野小野小野小野
59



１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ8585858581818181 80808080808080808181818197979797 97979797 8686868685858585 80808080１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ8484848485858585 84848484868686868080808082828282 8181818182828282 98（6）98（6）98（6）98（6）85858585 83838383
浦部浦部浦部浦部84848484

　山本　山本　山本　山本　　82　　82　　82　　82
ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰｱｲﾎﾞさくら

ＫＧＴＣ

塚本晴美 ｸﾞﾘﾑ石橋Ｂｙｅ
） 10）（

黒川亜耶樺 ｻﾄｳＧＴＣ（ ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ（豊田仁子 ＴＡﾃﾆｽＢｙｅＢｙｅ ）８． Ｂｙｅ ＴＣＡ宮森智美 ｻﾄｳＧＴＣ（ ）岡野美由紀 ＨＴＣ黒川奈見
１６．１２．１３．１４．１５．１０．１１． ）内堀晴美 RIZU町井真理子永山弘美 （ ｸﾞﾘﾑ石橋

＜Ｂ級女子＞＜Ｂ級女子＞＜Ｂ級女子＞＜Ｂ級女子＞１． ）（ ）（ ）２．３．４． 刈田琴乃 宇都宮ＴＣ（ 11５． （ ）６．７． 竹澤ひろ海 （山本典子
（

）
））

（＜５５歳以上男子＞＜５５歳以上男子＞＜５５歳以上男子＞＜５５歳以上男子＞１．
９． ）
３． 橋本篤治村上郁夫 （ 大田原ﾚｵ ）（ ﾗﾌｨｴｽﾀ（ 宇都宮TC６． Ｂｙｅ宇賀神　誠２． Ｂｙｅ

ﾊﾞｰｼﾞｭ ）９． 柴田良一 （
）黒磯ＴＣ４． （ ））５． 川又俊郎７． 坂木義弘 （ ＴＡテニス ）８． 和気勝利 （１０． 荒井龍彦 （ 宇都宮TC 12））））１２． 浦部忠久 （ ﾁｰﾑＵ＆Ｔ１１． 斎藤秀明 （ サンテニス１３． 橋田幸雄 （１４． 田代雅一 ＣＴＣ（ 宇都宮TC１５． Ｂｙｅ１６． 鈴木幸夫 ）（ 黒磯ＴＣ ）


