
千葉県交流戦結果
2012年3月31日／千葉県立柏の葉テニスコート

【　男子　】

千葉Ａ（袖ケ浦） 千葉Ｂ（ｱｰﾄﾋﾙ） 栃木Ａ（ｻﾄｳGＴＣ） 栃木Ｂ（ＨＩＴ）

千葉Ａ（袖ケ浦） 1-2 1-1（雨天打ち切り）

千葉Ｂ（ｱｰﾄﾋﾙ） 1-1（雨天打ち切り） 1-2

栃木Ａ（ｻﾄｳGＴＣ） 2-1 1-1（雨天打ち切り）

栃木Ｂ（ＨＩＴ） 1-1（雨天打ち切り） 2-1

【　女子　】

千葉Ａ（ＪＳＳ） 千葉Ｂ（TTC　　） 栃木Ａ（ＨＩＴ） 栃木Ｂ（ﾗﾌｨｴｽﾀ）

千葉Ａ（ＪＳＳ） 2-1 2-0（雨天打ち切り）

千葉Ｂ（TTC　　） 1-0（雨天打ち切り） 3-0

栃木Ａ（ＨＩＴ） 1-2 0-1（雨天打ち切り）

栃木Ｂ（ﾗﾌｨｴｽﾀ） 0-2（雨天打ち切り） 0-3

交流戦参加メンバーにて



男子 1R

＜栃木県＞ ＜千葉県＞

サトウＧＴＣ VS 袖ケ浦テニスクラブ

2-1

柿沼　拓実 工藤　昭夫

荒井　翔 具志堅　徹

森下　裕貴 仲谷　章

佐藤　政大 小澤　友樹

S 杉山　彰 2-8 鈴木　麻冬

男子 1R

＜栃木県＞ ＜千葉県＞

HIT VS アートヒルテニスクラブ

2-1

手塚 弘紀 小林　大輔

岩渕 光生 大原　肇

小野瀬 帝生 菅原　徹

若林 克弥 太田　正巳

S 福田 諒平 8-3 福盛　英之

男子 2R

＜栃木県＞ ＜千葉県＞

サトウＧＴＣ VS アートヒルテニスクラブ

1-1

阿久津　亮汰 小林　大輔

柿沼　拓実 大原　肇

杉山　彰 菅原　徹

森下　裕貴 太田　正巳

S 佐藤　政大 3-1（雨天打ち切り） 福盛　英之

男子 2R

＜栃木県＞ ＜千葉県＞

HIT VS 袖ケ浦テニスクラブ

1-1

手塚 弘紀 工藤　昭夫

岩渕 光生 具志堅　徹

小野瀬 帝生 仲谷　章

若林 克弥 鈴木　麻冬

S 福田 諒平 5-5（雨天打ち切り） 小澤　友樹

D2 2-8

D2 9-8（5）

D1 6-8

D1 8-4

D2 5-8

D1 8-6

D2 8-2

D1 8-3



女子 1R

＜栃木県＞ ＜千葉県＞

HIT VS JSSテニスアリーナ松戸

1-2

石塚 美恵 高月　美季

磯貝 美恵子 田村　幸枝

大山 千恵子 小山　結子

藤沢 千佳 奥村　正江

S 岩渕 総子 4-8 青木　奈央

女子 1R

＜栃木県＞ ＜千葉県＞

ラフィエスタ VS TTC（吉田記念テニス研修センター）

0-3

深澤　るみ子 中里　淳子

小倉　治美 飯泉　友梨子

齋藤　敦子 松永　明子

江崎　慶子 谷　純子

S 穴山　律子 2-8 笠井　和子

女子 2R

＜栃木県＞ ＜千葉県＞

HIT VS TTC（吉田記念テニス研修センター）

0-1

石塚 美恵 中里　淳子

磯貝 美恵子 飯泉　友梨子

大山 千恵子 松永　明子

岩渕 総子 谷　純子

S 藤沢 千佳 笠井　和子

女子 2R

＜栃木県＞ ＜千葉県＞

ラフィエスタ VS JSSテニスアリーナ松戸

0-2

深澤　るみ子 高月　美季

小倉　治美 田村　幸枝

齋藤　敦子 小山　結子

江崎　慶子 奥村　正江

S 穴山　律子 2-5（雨天打ち切り） 青木　奈央

D1

2-8

4-8

3-8

2-8

D2 7-9

D2

D1 1-2（雨天打ち切り）

D2

6-8

D1 8-6

D2

D1



2012年3月31日／千葉県立柏の葉テニスコート

平成23年度千葉県対栃木県クラブ対抗交流戦

選手一覧

県名 チーム名 No．1 No．2 No．3 No．4 No．5 No．6 No．7

千葉Ａ 袖ケ浦テニスクラブ 小澤　友樹 鈴木　麻冬 清水川　元 仲谷　章 工藤　昭夫 具志堅　徹

千葉Ｂ アートヒルテニスクラブ 菅原　徹 小林　大輔 大原　肇 太田　正巳 福盛　英之

栃木Ａ サトウＧＴＣ 高橋　良昌 杉山　彰 森下　裕貴 佐藤　政大 柿沼　拓実 阿久津　亮汰 荒井　翔

栃木Ｂ ＨＩＴ 福田 諒平 若林 克弥 小野瀬 帝生 手塚 弘紀 岩渕 光生

選手一覧

県名 チーム名 No．1 No．2 No．3 No．4 No．5 No．6 No．7

千葉Ａ ＪＳＳテニスアリーナ松戸 功刀　生 小山　結子 奥村　正江 青木　奈央 御代　左絵子 高月　美季 田村　幸枝

千葉Ｂ
TTC
（吉田記念テニス研修センター）

笠井　和子 松永　明子 谷　純子 中里　淳子 飯泉　友梨子

栃木Ａ ＨＩＴ 岩渕 総子 大山 千恵子 藤沢 千佳 石塚 美恵 磯貝 美恵子

栃木Ｂ ラフィエスタ 穴山　律子 齋藤　敦子 深澤　るみ子 小倉　治美 江崎　慶子 中山　晴美 小野　典子


