
番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R 2R QF SF F

1 落合聡 サンテニス 宇都宮 NO1

2 bye1 　落合

3 池田峰人 ナマイTS 宇都宮 　大塚 　8-1

4 大塚雅永 RASH 宇都宮 　8-1 　落合

5 関亦英士 フィナリスタ 真岡 　関亦 　8-2

6 竹林新二 TTNC 宇都宮 　8-1 　三上

7 bye2 　6-4RET

8 三上貴光 真岡病院 真岡 NO5～8 　落合

9 梅津京 CTC 大田原 NO3～4 　8-4

10 bye3 　坂田

11 福田勲 ＶＯＬＴＥＳ 　坂田 　8-5

12 坂田陽一 フィナリスタ 真岡 　8-1 　坂田

13 鈴木和彦 ラブオール 足利 　鈴木 　3-2RET

14 斉藤大作 KATA 鹿沼 　8-0 　鈴木

15 bye4 　8-4 　決勝4/15(土)

16 小太刀俊一 BEST 栃木 NO5～8  江田

17 法師人行雄 県庁テニスクラブ 宇都宮 NO5～8 　8-3

18 bye5  法師人

19 飯島徳一郎 グリム石橋 宇都宮 　飯島 　8-0

20 中村良 ハミングバード 宇都宮 　8-4 　江田

21 奥村悦郎 FAID WIND 宇都宮 　奥村 　8-3

22 高野伸 ナマイTS 宇都宮 　8-3 　江田

23 bye6 　8-4

24 江田秀樹 サトウGTC 宇都宮 NO3～4 　江田

25 内田雅之 県庁テニスクラブ 宇都宮 NO5～8 　内田 　8-5

26 高木誠 KATA 鹿沼 　8-5 　君島

27 荒川裕司 TTNC 宇都宮 　君島 　8-2

28 君島広樹 サンテニス 宇都宮 　8-0 　真中

29 渡部英明 足利銀行 　吉田 　8-4

30 吉田武 サンテニス 宇都宮 　8-5 　真中

31 bye7 　8-0

32 真中昭広 dream 小山 NO2

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R 2R SF F

1 大塚美智子 ナマイTS 宇都宮 NO1

2 bye1 　大塚 1 大塚美智子

3 土屋芳江 T・C・A 　8-0 2 松本恭子

4 bye2 　大塚

5 斉藤さゆり T・C・A 　斉藤 　8-3

6 角佳代子 那須田園クラブ 　8-0 　藤江

7 bye3 　9-7 　決勝4/15(土)

8 藤江敦子 KDDI HTC１８０１ 　松本 優勝

9 鈴木満里子 サトウGTC 宇都宮 　WO

10 田中明子 県庁テニスクラブ 宇都宮 辞退 　鈴木 　(怪我の為､書類提出済み)

11 bye4 　8-5

12 北島さとみ ローズTC 小山 　松本

13 大塚　綾子 サンテニスクラブ 　大塚 　8-0

14 橋本美樹 黒磯クラブ 那須塩原 　8-2 　松本

15 bye5 　8-2

16 松本恭子 CP 佐野 NO2

　2006年　栃木県ベテラン選手権　(ＪＯＰ　E2大会)
男子　３５才以上　(参加25名､ドロー数32)　　　　4/2(日)屋板

優勝

女子　４０才以上　(参加１１名､ドロー数16)　　　　　　4/2(日)屋板

1 落合聡

2 真中昭広

3 江田秀樹

4 梅津京

5 法師人行雄

6 三上貴光

7 内田雅之

8 小太刀俊一

<コンソレ>

池田峰人 　　　　　梅津

梅津京 　　梅津　　6-1　　優勝

福田勲 　　6-0 　　　　梅津

斉藤大作 　　高野 　　　　6-1

高野伸 　　7-5　　　高野

高木誠 　　　　　　　　6-0



番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R 2R QF SF F

1 今野辰二郎 HONDA　TC 宇都宮 NO1 1 今野辰二郎

2 ｂｙｅ1 　今野 2 阿久津定之

3 勝亦康博 FAID WIND 宇都宮 　8-3 3 鈴木秀男

4 bye2 　今野 4 大貫潤

5 小倉伸介 ティーズ 　8-2

6 bye3 　小倉

7 神戸勝利 KTC 小山 　8-3 　準決勝4/15(土)

8 bye4 　今野

9 大貫潤 GTCC 大田原 NO3～4 　8-4

10 bye5 　金子

11 金子幸男 佐野サンライズ 佐野 　金子 　8-3

12 山本栄作 宇都宮テニスアカデミー 宇都宮 　8-0 　大橋

13 大橋正人 KTC 小山 　8-5

14 bye6 　大橋

15 bye7 　8-4

16 町田博 NAO 宇都宮 　阿久津 優勝

17 bye8 　8-4

18 山谷春己 富士重工 宇都宮 　熊倉

19 bye9 　8-1

20 熊倉哲夫 KTC 小山 　熊倉

21 bye10 　8-5

22 山田幸司 佐野サンライズ 佐野 　鈴木

23 bye11 　8-4

24 鈴木秀男 県庁テニスクラブ 宇都宮 NO3～4 　阿久津

25 bye12 　8-2

26 渡辺博 ラブフォーティ 鹿沼 　大貫

27 相田聡 エンデバー 小山 　大貫 　8-3

28 大貫征彦 ズーラシア栃木 栃木 　WO 　阿久津

29 大竹博文 ジャルダン 足利 　8-2

30 bye13 　阿久津

31 bye14 　8-1

32 阿久津定之 県庁テニスクラブ 宇都宮 NO2

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R 2R SF F

1 川又俊郎 宇都宮セントラル 宇都宮 NO1 1 川又俊郎

2 ｂｙｅ１  川又 2 佐藤英夫

3 田島収 足利みなみ 足利  田島  9-8(5) 3 粕川幸司

4 渡部貫一 富士重工 宇都宮  8-4  坂本 4 坂本孝二

5 坂本孝二 サンテニス 宇都宮 NO3～4  坂本  8-6

6 細野康永 エンデバー 小山  8-4  坂本

7 中里俊夫 UTC 宇都宮  安藤  8-0 　決勝4/15(土)

8 安藤英稔 富士重工 宇都宮  8-3  粕川 優勝

9 浦部忠久 足利みなみ 足利  中島 　8-4

10 中島隆 MTC 宇都宮  9-7  粕川

11 増渕誠 MTC 宇都宮  粕川  4-4RET

12 粕川幸司 ジャルダン 足利 NO3～4  WO  粕川

13 松田泰博 エンデバー 小山  松田  8-3

14 高野義昭 ラブフォーティ 鹿沼  8-2  佐藤

15 bye2  8-2

16 佐藤英夫 サトウGTC 宇都宮 NO2

男子　４０才以上　(参加１８名､ドロー数32)　　　　　　4/2(日)屋板

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子　5０才以上　(参加１4名､ドロー数16)　　　　　　4/2(日)屋板

<コンソレ>

大貫潤 　　　大貫 　優勝

山本栄作 　　　6-1 　 山田

町田博 　　　山田 　7-5

山田幸司 　　　6-3



番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R 2R QF SF F

1 砺波哲也 足利みなみ 足利 NO1 1 砺波哲也

2 bye1 　砺波 2 宮部正章

3 伊藤浩志 BRUMBIES 真岡 　伊藤 　8-0 3 木野内勇一

4 池田友浩 県庁テニスクラブ 宇都宮 　8-4 　砺波 4 村上健次

5 荒井日出秋 MTC 宇都宮 　荒井 　8-2 5 増渕敏之

6 寺崎達也 トキメック那須 那須塩原 　8-5 　荒井 6 小田哲也

7 bye2 　8-3 7 菊地則夫

8 縫田邦彦 足利みなみ 足利 NO5～8 　砺波 8 縫田邦彦

9 木野内勇一 ズーラシア栃木 栃木 NO3～4 　8-5

10 bye3 　木野内

11 能勢靖治 ランチボックス 真岡 　能勢 　8-2

12 相場智 ズーラシア栃木 栃木 　9-7 　人見

13 芹沢千里 ジャルダン 足利 　人見 　8-5

14 人見正二 ジョイナス 大田原 　8-0 　人見

15 鈴木敏広 RASH 宇都宮 　増渕 　8-3 　決勝4/15(土)

16 増渕敏之 サンテニス 宇都宮 NO5～8 　8-0 　宮部 優勝

17 菊地則夫 RIZU 宇都宮 NO5～8 　WO

18 bye4 　菊地

19 高久応志 黒磯クラブ 那須塩原 　高久 　8-6

20 鈴木透 ハミングバード 宇都宮 　8-5 　菊地

21 潮平寛才 リバティー 宇都宮 　潮平 　8-1

22 松崎晃 野州会 小山 　WO 　村上

23 bye5 　8-4

24 村上健次 真岡病院 真岡 NO3～4 　宮部

25 小田哲也 HONDA　TC 宇都宮 NO5～8 　8-1

26 bye6 　小田

27 山崎忠 サトウGTC 宇都宮 　山崎 　8-6

28 小橋雅裕 TTNC 宇都宮 　8-1 　宮部

29 池田悦夫 宇都宮セントラル 宇都宮 　池田 　8-5

30 酒井広行 ジャルダン 足利 　8-4 　宮部

31 bye7 　8-0

32 宮部正章 サンテニス 宇都宮 NO2

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R SF F

1 飯塚守 CP 佐野 NO1

2 bye1 　 　飯塚

3 後藤貢 U－遊テニスクラブ 宇都宮 　山本 　8-4

4 山本仁 宇都宮TC 宇都宮 　8-2 　中山 優勝

5 名坂秀夫 ロイヤルテニスクラブ 宇都宮 　青木 　8-1
6 青木康夫 リバティー 宇都宮 　8-6 　中山

7 朝田輝穂 サンテニス 宇都宮 　中山 　8-1 1 飯塚守

8 中山三男 みかも山テニスクラブ 佐野 NO2 　8-0 2 中山三男

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ １R QF SF F

1 佐藤久和 ナマイTS 宇都宮 NO1

2 bye1  佐藤久和

3 飯箸素孝 ウィンディ 　中川 　8-3

4 中川英則 古河日光テニスクラブ 今市 　WO  佐藤久和

5 佐藤政雄 サトウGTC 宇都宮  8-5

6 bye2  佐藤政雄

7 bye3   8-1

8 村上伸夫 Team　Yossy  佐藤久和 優勝

9 板矢郁雄 みかも山テニスクラブ 小山 　青柳   9-7

10 青柳正敏 RSマイルド 宇都宮 　WO 　青柳

11 bye4 　8-6

12 植竹　靖夫 リバティー 宇都宮 　猪瀬

13 白水徹夫 宇都宮セントラル 宇都宮 　8-2

14 bye5 　猪瀬 1 佐藤久和
15 bye6 　8-0 2 猪瀬久男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子　4５才以上　(参加25名､ドロー数32)　　　　4/2(日)屋板

男子　５５才以上　(参加７名､ドロー数8)　　　　4/15(土)県運動公園

男子　６０才以上　(参加１０名､ドロー数16)　　　　4/15(土)県運動公園

<コンソレ>

池田友浩 　　　　寺崎 　優勝

寺崎達也 　　　　6-2 　寺崎

潮平寛才 　　　　潮平 　6-1

中里俊夫 　　　　6-1



16 猪瀬久男 宇都宮TC 宇都宮 NO2

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ 小野寺 岸本 浅井 勝敗 総ｹﾞｰﾑ数 勝ｹﾞｰﾑ数 得ｹﾞｰﾑ率 順位

1 小野寺重雄 サトウGTC 宇都宮 NO1 8-0 8-3 2-0 ### 1
2 岸本正夫 昭和電工TC 小山 WO WO 0-2 ### 3
3 浅井光二 真岡STC 真岡 3-8 8-0 1-1 ### 2

　　試合順序　　１－２　　２－３　　１－３

優勝 　小野寺重雄

準優勝　浅井光二

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ 佐藤 田那部 乾 勝敗 総ｹﾞｰﾑ数 勝ｹﾞｰﾑ数 得ｹﾞｰﾑ率 順位

1 佐藤美枝子 フォールート 佐野 NO1 8-4 8-0 2-0 ### 1
2 田那部久美子 サトウGTC 宇都宮 4-8 8-4 1-1 ### 2
3 乾裕子 FAID WIND 宇都宮 0-8 4-8 0-2 ### 3

　　試合順序　　１－２　　２－３　　１－３

優勝 　佐藤美枝子

準優勝　田那部久美子

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ 和気 八筬 辻紀 勝敗 総ｹﾞｰﾑ数 勝ｹﾞｰﾑ数 得ｹﾞｰﾑ率 順位

1 和気悦子 ローズTC 小山 4-8 9-8（3) 1-1 ### 2
2 八筬ミツ子 ローズTC 小山 8-4 8-1 2-0 ### 1
3 辻紀代子 ローズTC 小山 8-9(3) 1-8 0-2 ### 3

　　試合順序　　１－２　　２－３　　１－３

優勝 　八筬ミツ子

準優勝　和気悦子

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 ｼｰﾄﾞ 松本 橋本 竹澤 勝敗 総ｹﾞｰﾑ数 勝ｹﾞｰﾑ数得ｹﾞｰﾑ率 順位

1 松本あさみ 那須田園クラブ 那須塩原 0-8 8-1 1-1 ### 2
2 橋本とめ子 宇都宮セントラル 宇都宮 8-0 8-1 2-0 ### 1
3 竹澤氾海 宇都宮セントラル 宇都宮 1-8 1-8 0-2 ### 3

　　試合順序　　１－２　　２－３　　１－３

優勝 　橋本とめ子

準優勝　松本あさみ

女子　４５才以上　(３名)　　　　4/15(土)県運動公園

女子　５０才以上　(３名)　　　　4/15(土)県運動公園

女子　５５才以上　(３名)　　　　4/15(土)県運動公園

男子　６５才以上　(３名)　　　　4/15(土)県運動公園


