
第 9 回 TTACUP ダブルス選手権大会開催要項 

 栃木県テニス協会 

 ジュニア委員会  

会  場:        県総合運動公園テニスコート（18・16 歳）、井頭テニスコート（14・12 歳） 

日    時:        2022 年 6 月 4 日(土)、予備日 5 日（日）16 歳、18 歳 

6 月 11 日(土)、予備日 12 日（土） 12 歳、14 歳 

種    目:          ① 18 才以下男女複 2004（平成 16 年）1月 1日以降出生者 

② 16 才以下男女複 2006（平成 18 年）1 月1 日以降出生者 

③ 14 才以下男女複 2008（平成 20 年）1 月1 日以降出生者 

④ 12 才以下男女複 2010（平成 22 年）1月 1日以降出生者  

 

試合方法:         8 ゲームプロセット（8-8 タイブレーク） 

試合はセルフジャッジで行います。 

 

大会使用球：    ダンロップ AO 他 

 

参加資格:      下記の条件を満たす者 

① 栃木県テニス協会加盟団体に所属又は栃木県高体連所属の選手で、 関東テニス協会に登

録している者 

② JPIN 登録をしている者 

③ ダブルスランキング上位 16 組（ペアのランキング対象ポイント合計順） 

 

大会グレード:     3B  

参 加 料:       １組 3,600 円 （大会当日に納めてください） 

締  切:        2022 年 5 月 17 日(火曜日) PM5 時必着 

 

申込方法:        別紙申込用紙に必要事項を記入お願い致します。 

                    手順①  各クラブ単位で纏めた申込書のエクセルデータを E-mail で送信。   

手順②  申込書原本を下記に送付下さい。 

 

申込先:     〒329-0502 下野市下古山 3313 

ロイヤルテニスクラブ 青柳宛 

 メールアドレス royal.tc@nifty.com 

仮ドローは栃木県テニス協会 HP に発表します 

 

ドロー会議:    2022 年 5 月 22 日(日)PM6 時から宇都宮 TC で予定 

           大会運営は A グループが当番です  

        コロナウイルスの感染状況によっては少人数開催、オンライン会議の可能性があります。 

 

そ  の  他:     本大会に関するお問い合わせは下記へ 

            栃木県テニス協会ジュニア委員長 青柳 卓真 電話 0285-53-2501 
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選手登録番号 所属団体 郡市町村 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

M154823 サトウGTC 3804248 坪子 拓生 [1]
1 M154812 リバーTS 3804231 戸田 雄晴 坪子 拓生 [1]

    戸田 雄晴
2    Bye 1  坪子 拓生 [1]

M700990 リバーTS 3804303 藤 暁嶺  戸田 雄晴
3 M693123 リバーTS 3804287 豊島 和 岩崎 仁志 8-4

M701373 サトウGTC 3804308 岩崎 仁志 後藤 大弥  
4 M701375 サトウGTC 3804312 後藤 大弥 8-2 坪子 拓生 [1]

M158759 宇都宮TC 3804229 中島 颯介 [4]  戸田 雄晴
5 M693747 宇都宮TC 3804306 鷹家 陸志 中島 颯介 [4] 8-3

M705230 小山ジュニア 3804389 奥山 葉琉 鷹家 陸志  
6 M705229 小山ジュニア 3804378 荒井 孝仁 8-1 中島 颯介 [4]

M154612 ロイヤルTC 3804250 青柳 和真  鷹家 陸志
7 M701575 ロイヤルTC 3804334 髙島 煌太 青柳 和真 8-2

M706185 あかやまTC小山 3804384 小倉 慧也 髙島 煌太  
8 M706189 あかやまTC小山 3804386 平野 侑雅 w.o. 坪子 拓生 [1]

M701810 サトウGTC 3804335 谷口 怜之  戸田 雄晴
9 M703799 サトウGTC 3804349 鈴木 堅仁 谷口 怜之 8-0

М693342 宇都宮サンＴＣ 3804292 中島 瑞月 鈴木 堅仁  
10 М693341 宇都宮サンＴＣ 3804291 吉川 勝明 8-5 倉持 漣 [3]

     田巻 陽太
11    Bye 4 倉持 漣 [3] 8-3

M693499 アウリンTC 3804297 倉持 漣 [3] 田巻 陽太  
12 M150352 アウリンTC 3804196 田巻 陽太  倉持 漣 [3]

M693344 宇都宮TC 3804296 大塚 敬介  田巻 陽太
13 M701275 宇都宮TC 3804313 栗原 和輝 悦永 遼 8-6

M693122 リバーTS 3804286 悦永 遼 鰺坂 蕾斗  
14 M154811 リバーTS 3804223 鰺坂 蕾斗 8-3 勝村 瑛太 [2]

     小松原 旭永
15    Bye 2 勝村 瑛太 [2] 8-1

M700945 サトウGTC 3804300 勝村 瑛太 [2] 小松原 旭永  
16 M700946 サトウGTC 3804301 小松原 旭永  

    中島 颯介 [4]
   順位 3-4 鷹家 陸志 中島 颯介 [4]
   勝村 瑛太 [2] 鷹家 陸志
   小松原 旭永 8-3
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選手登録番号 所属団体 郡市町村 Semifinals Final 勝者

F700944 サトウGTC 3853132 伊勢 美咲 [1]
1 F700949 サトウGTC 3853137 寺内 めるは 相場 玲那

F690858 リバーTS 3853102 相場 玲那 金井 結空
2 F690888 リバーTS 3853125 金井 結空 8-5 相場 玲那

F693721 宇都宮TC 3853131 半田 彩寧  金井 結空
3 F700982 宇都宮TC 3853144 水戸 優紗 小林 桜子 [2] 8-5

F150379 宇都宮サンＴＣ 3853083 小林 桜子 [2] 山本 華怜  
4 F139071 ＨＩＴ 3853059 山本 華怜 8-4

   
 
伊勢 美咲 [1]

   順位 3-4 寺内 めるは 伊勢 美咲 [1]
   半田 彩寧 寺内 めるは
   水戸 優紗 8-4
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選手登録番号 所属団体 郡市町村 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

M128043 ロイヤルTC 3804108 中村 一太 [1]
1 M128018 ロイヤルTC 3803778 尾﨑 佑磨 中村 一太 [1]

    尾﨑 佑磨
2    Bye 1  中村 一太 [1]

M154806 リバーTS 3804185 野村 悠真  尾﨑 佑磨
3 M154810 リバーTS 3804222 鰺坂 楓大 野村 悠真 8-2

    鰺坂 楓大  
4    Bye 8  中村 一太 [1]

M128042 サトウGTC 3804059 木村 陽向 [3]  尾﨑 佑磨
5 M154797 リバーTS 3804162 目崎 凰介 木村 陽向 [3] 8-2

    目崎 凰介  
6    Bye 3  木村 陽向 [3]

M167026 アウリンTC 3804236 小野田 虎汰郎  目崎 凰介
7 M167025 アウリンTC 3804235 飯村 陸 小野田 虎汰郎 8-3

    飯村 陸  
8    Bye 5  向山 黎 [4]

     西尾 悠吾
9    Bye 6 岩﨑 公佑 9-8(5)

M154137 サトウGTC 3804219 岩﨑 公佑 福田 優吏  
10 M128048 サトウGTC 3804148 福田 優吏  向山 黎 [4]

     西尾 悠吾
11    Bye 4 向山 黎 [4] 8-6

M128021 ロイヤルTC 3804081 向山 黎 [4] 西尾 悠吾  
12 M150353 OTSC 3804113 西尾 悠吾  向山 黎 [4]

М701274 宇都宮サンＴＣ 3804321 上野 真輝  西尾 悠吾
13 М701238 宇都宮サンＴＣ 3804320 大橋 翠直 大橋 奏輝 8-5

M693845 鹿沼ジュニアＴ 3804307 大橋 奏輝 根本 虎宙  
14 M166444 アウリンＴＣ 3804238 根本 虎宙 8-6 川上 瑛太 [2]

     神山 煌士郎
15    Bye 2 川上 瑛太 [2] 9-7

M128110 フィナリスタ 3804104 川上 瑛太 [2] 神山 煌士郎  
16 M128082 宇都宮TC 3804109 神山 煌士郎  

    木村 陽向 [3]
   順位 3-4 目崎 凰介 川上 瑛太 [2]
   川上 瑛太 [2] 神山 煌士郎
   神山 煌士郎 8-2
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選手登録番号 所属団体 郡市町村 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

F154764 リバーTS 3852979 小森 遥香 [1]
1 F127926 アウリンTC 3853003 田﨑 惠万 小森 遥香 [1]

    田﨑 惠万
2    Bye 1  小森 遥香 [1]

F693557 ロイヤルTC 3853127 小黒 美佳  田﨑 惠万
3 F691637 ロイヤルTC 3853105 渡邉 愛菜 小黒 美佳 8-4

F704246 サトウGTC 3853162 伊藤 彩夏 渡邉 愛菜  
4 F690835 サトウGTC 3853088 服部 結衣 8-1 小森 遥香 [1]

F154611 ロイヤルTC 3853067 小俣 朱慶  田﨑 惠万
5 F127982 宇都宮TC 3853030 青木 真優 小俣 朱慶 8-4

F154815 リバーTS 3853101 相場 優那 青木 真優  
6 F154761 リバーTS 3853033 秋山 結衣 8-5 小俣 朱慶

     青木 真優
7    Bye 2 廣田 寧々 [2] 8-2

F690883 リバーTS 3853095 廣田 寧々 [2] 草野 実南  
8 F690338 リバーTS 3853117 草野 実南  

    小黒 美佳
   順位 3-4 渡邉 愛菜 小黒 美佳
   廣田 寧々 [2] 渡邉 愛菜
   草野 実南 8-6
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選手登録番号 所属団体 郡市町村 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

M128238 OTSC 3803685 大塚 悠生 [1]
1 M128004 HIT 3803894 山本 力毅 大塚 悠生 [1]

    山本 力毅
2    Bye 1  大塚 悠生 [1]

M127925 作新学院高 3804005 三塚 祐音  山本 力毅
3 M706447 作新学院高 3804396 原 悠介 三塚 祐音 8-1

    原 悠介  
4    Bye 8  宇野 純也

M154804 リバーTS 3804189 星野 彩人 [4]  柳沢 昊
5 M128127 リバーTS 3803992 鈴木 陽知 星野 彩人 [4] 8-6

    鈴木 陽知  
6    Bye 3  宇野 純也

M130511 足利大学附属高校 3804393 宇野 純也  柳沢 昊
7 M130313 足利大学附属高校 3804387 柳沢 昊 宇野 純也 w.o.

M128080 ロイヤルTC 3803978 小俣 成慶 柳沢 昊  
8 M147110 OTSC 3804179 松倉 敬一 8-0 宇野 純也

     柳沢 昊
9    Bye 6 伊藤 瑠之介 8-6

M706448 作新学院高 3804395 伊藤 瑠之介 田野辺 大樹  
10 M706449 作新学院高 3804058 田野辺 大樹  安生 竜輝 [3]

     鈴木 淳汰朗
11    Bye 4 安生 竜輝 [3] 8-1

М128008 宇都宮サンＴＣ 3804003 安生 竜輝 [3] 鈴木 淳汰朗  
12 М128006 宇都宮サンＴＣ 3803945 鈴木 淳汰朗  安生 竜輝 [3]

M704250 作新学院高 3804355 小森 蒼太  鈴木 淳汰朗
13 M704251 作新学院高 3804354 根無 宇宙 石本 朔也 8-5

M128150 アウリンTC 3804084 石本 朔也 秋山 翔  
14 M128120 リバーTS 3804004 秋山 翔 8-1 川上 拓真 [2]

     田鶴 真大
15    Bye 2 川上 拓真 [2] 8-3

M128132 リバーTS 3804065 川上 拓真 [2] 田鶴 真大  
16 M128113 リバーTS 3803801 田鶴 真大  

    大塚 悠生 [1]
   順位 3-4 山本 力毅 川上 拓真 [2]
   川上 拓真 [2] 田鶴 真大
   田鶴 真大 8-6
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選手登録番号 所属団体 郡市町村 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

F127995 宇都宮TC 3852942 手塚 舞 [1]
1 F150380 ロイヤルTC 3853032 渡邉 萌香 手塚 舞 [1]

    渡邉 萌香
2    Bye 1  手塚 舞 [1]

F690792 日光Jr 3853092 三堂地 紗耶  渡邉 萌香
3 F153762 サトウGTC 3853069 寺内 りるは 星野 叶愛 8-2

F128084 ビッグツリー 3852906 星野 叶愛 黒子 捺未  
4 F128079 ビッグツリー 3852970 黒子 捺未 8-3 山本 杏里 [2]

F128034 サトウGTC 3852905 峰島 里奈  神田 瑞稀
5 F166448 サトウGTC 3853111 松本 奈々 峰島 里奈 8-3

F146988 宇都宮TC 3853064 安田 愛莉 松本 奈々  
6 F146769 宇都宮TC 3853035 樋口 海音 8-1 山本 杏里 [2]

     神田 瑞稀
7    Bye 2 山本 杏里 [2] 9-8(3)

F139070 HIT 3852989 山本 杏里 [2] 神田 瑞稀  
8 F128118 リバーTS 3852868 神田 瑞稀  

    星野 叶愛
   順位 3-4 黒子 捺未 峰島 里奈
   峰島 里奈 松本 奈々
   松本 奈々 8-6
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選手登録番号 所属団体 郡市町村 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

M128237 OTSC 3803543 大塚 元暉 [1]
1 M128050 サトウGTC 3803490 螺良 孝明 大塚 元暉 [1]

    螺良 孝明
2    Bye 1  大塚 元暉 [1]

M704247 作新学院高 3804352 上野臺 創  螺良 孝明
3 M704253 作新学院高 3804363 新井 陽翔 仁科 来斗 8-2

M127941 アウリンTC 3804114 仁科 来斗 畠田 壮太郎  
4 M127936 アウリンTC 3804111 畠田 壮太郎 8-0 海野 優輝 [4]

M129122 足利大学附属高校 3804332 海野 優輝 [4]  笹本 龍哉
5 M130496 足利大学附属高校 3804390 笹本 龍哉 海野 優輝 [4] 8-3

    笹本 龍哉  
6    Bye 3  海野 優輝 [4]

M128052 サトウGTC 3803695 峰島 陸  笹本 龍哉
7 M155505 アウリンTC 3804225 桐山 昊大 峰島 陸 8-5

M704931 作新学院高 3804315 加藤 大也 桐山 昊大  
8 M704249 作新学院高 3804351 荻野 悠 8-3 海野 優輝 [4]

     笹本 龍哉
9    Bye 6 北島 陽輝 8-4

M701392 作新学院高 3804328 北島 陽輝 金倉 駿  
10 M691636 作新学院高 3804241 金倉 駿  寺岡 駿弥 [3]

     日浦 竜馬
11    Bye 4 寺岡 駿弥 [3] 8-5

M127963 宇都宮TC 3803668 寺岡 駿弥 [3] 日浦 竜馬  
12 M127962 宇都宮TC 3803684 日浦 竜馬  寺岡 駿弥 [3]

M127933 作新学院高 3803687 坪井 大輝  日浦 竜馬
13 M690834 作新学院高 3804244 川村 凪紗 秋元 爽太 8-3

M127965 宇都宮TC 3803971 秋元 爽太 高瀬 祐介  
14 M127942 アウリンTC 3803682 高瀬 祐介 8-1 堂垣 大志 [2]

     山田 竜也
15    Bye 2 堂垣 大志 [2] 8-1

M129548 足利大学附属高校 3804347 堂垣 大志 [2] 山田 竜也  
16 M130312 足利大学附属高校 3804340 山田 竜也  

    大塚 元暉 [1]
   順位 3-4 螺良 孝明 堂垣 大志 [2]
   堂垣 大志 [2] 山田 竜也
   山田 竜也 9-8(9)
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F127978 宇都宮TC 3852794 大纒 三奈 [1]
1 F128119 リバーTS 3852856 平野 愛実 大纒 三奈 [1]

F128072 日光ジュニア 3852740 吉新　 なつき 平野 愛実
2 F130463 作新学院高 3853136 成田 佳鈴 8-5 大纒 三奈 [1]

F128035 ロイヤルTC 3852998 中村 凛  平野 愛実
3 F128032 サトウGTC 3852845 佐藤 希星 中村 凛 8-2

F127976 宇都宮TC 3852809 伊藤 菜々子 佐藤 希星  
4 F128063 宇都宮TC 3852892 星 采那 8-4 大纒 三奈 [1]

F127979 宇都宮TC 3852846 三浦 菜々心  平野 愛実
5 F139069 宇都宮TC 3853045 山口 和香 三浦 菜々心 8-5

F127929 作新学院高 3852900 地土 すずか 山口 和香  
6 F704254 作新学院高 3853166 津久井 愛子 8-0 岡田 莉奈

F127994 宇都宮サンＴＣ 3852939 岡田 莉奈  米川 しゅう
7 F127993 宇都宮サンＴＣ 3852810 米川 しゅう 岡田 莉奈 8-3

F128101 作新学院高 3852822 大久保 優奈 [2] 米川 しゅう  
8 F130227 作新学院高 3853143 松本 愛俐 8-2

    中村 凛
   順位 3-4 佐藤 希星 三浦 菜々心
   三浦 菜々心 山口 和香
   山口 和香 8-1
    
   


