
TOCHIGI TENNIS ASSOCIATIONRank Point 選手名 クラブ 地区協会Men's Singles 1 360 阿久津 裕汰 サトウGTC 宇都宮 春季シングルス優勝 全日本シングルス　優勝2 315 福⽥ 諒平 ＨＩＴ 宇都宮 選抜シングルス　優勝 全日本シングルス　ベスト43 180 落合 亮太 Ｎｅｘｔ． 宇都宮 選抜シングルス　準優勝 春季シングルス　ベスト44 155 柳沼 弘樹 ＨＩＴ 宇都宮 全日本シングルス　準優勝5 137 関 宏隆 ローズテニスガーデン 小山市 選抜シングルス　ベスト46 122 川添 章 サトウGTC 宇都宮 選抜シングルス　ベスト47 118 益田 敬明 Double Nine 宇都宮 小山シングルス　準優勝8 110 照井 隆晃 ⿅沼市役所 ⿅沼 春季シングルス　ベスト49 107 若林 克弥 ＨＩＴ 宇都宮 全日本シングルス　ベスト410 101 福島 崇史 サトウGTC 宇都宮 真岡シングルス　優勝Women's Singles 1 490 落合 美幸 FTS 宇都宮 春季シングルス優勝 全日本シングルス　優勝 選抜シングルス　優勝2 255 野中 瑞姫 Ｎｅｘｔ． 宇都宮 春季シングルス　準優勝 全日本シングルス　ベスト4 選抜シングルス　ベスト43 195 船津 美衣 Ｎｅｘｔ． 宇都宮 春季シングルス　ベスト4 選抜シングルス　ベスト44 155 矢野 桜子 宇都宮大学 宇都宮 春季シングルス　ベスト45 136 落合 真由美 UIテニスクラブ ⿅沼 春季シングルス　ベスト8 全日本シングルス　ベスト8 選抜シングルス　ベスト86 113 ⼭本 杏⾥ ＨＩＴ 宇都宮 選抜シングルス　準優勝7 77 大貫 則子 サンライズ 小山市 小山シングルス　準優勝8 75 ⾦敷 美由紀 BEST 栃木市 全日本シングルス　ベスト89 70 髙橋 紗佳 amigoT.C 大田原市 春季シングルス　ベスト16 全日本シングルス　ベスト16選抜シングルス　ベスト1610 65 米川 しゅう 宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮 全日本シングルス　ベスト4Men's Doubles 1 238 高山 禎唯 Ｎｅｘｔ． 宇都宮 春季ダブルス　優勝 ダンロップダブルス　ベスト42 209 高橋 直種 Ｎｅｘｔ． 宇都宮 ダンロップダブルス　優勝3 205 伊東 和輝 Ｎｅｘｔ． 宇都宮 ダンロップダブルス　優勝4 190 ⾦⼦ 瑞騎 VOX 下野市 小山ダブルス　優勝 宇都宮ダブルス　準優勝5 170 奥澤 厚 Double Nine 宇都宮 ダンロップダブルス　準優勝6 168 歌川 寛得 ビッグツリー 宇都宮 春季ダブルス　優勝7 160 照井 隆晃 ⿅沼市役所 ⿅沼 宇都宮ダブルス　優勝8 159 村井 努 Space 135 那須塩原 ダンロップダブルス　準優勝9 145 石川 祥 ⾜利ローンテニスクラブ ⾜利 小山ダブルス　優勝 春季ダブルス　ベスト410 140 ⻨倉 豪 宇都宮テニスクラブ 宇都宮 宇都宮ダブルス　優勝 春季ダブルス　ベスト4Women's Doubles 1 420 玉野 奏海 Ｎｅｘｔ． 宇都宮 春季ダブルス　優勝 ダンロップダブルス　優勝2 295 落合 美幸 FTS 宇都宮 春季ダブルス　優勝 ダンロップダブルス　準優勝3 212 阿部 美貴 KTC 下野市 ダンロップダブルス　優勝4 190 磯部 みよ子 TEAM SWAY 栃木市 春季ダブルス　準優勝 ダンロップダブルス　ベスト44 190 秋山 勝美 リバーテニススクール ⾜利 春季ダブルス　準優勝 ダンロップダブルス　ベスト46 185 船津 美衣 Ｎｅｘｔ． 宇都宮 宇都宮ダブルス　優勝 ダンロップダブルス　ベスト46 185 中山 七海 Ｎｅｘｔ． 宇都宮 宇都宮ダブルス　優勝 ダンロップダブルス　ベスト48 178 塩澤 裕美子 FTS 宇都宮 ダンロップダブルス　準優勝9 160 三笠 陽⼦ ラフィエスタ 大田原市 春季ダブルス　ベスト4 小山ダブルス　ベスト4 宇都宮ダブルス　ベスト49 160 稲川 紀子 FTS 宇都宮 春季ダブルス　ベスト4 小山ダブルス　ベスト4 宇都宮ダブルス　ベスト4

2021年度 TTAランキング表彰者名簿　⼀般の部Category JOPなし 主な戦績



TOCHIGI TENNIS ASSOCIATIONRank Point 選手名 クラブ 地区協会Men's 35 Singles 1 257 若林 克弥 ＨＩＴ 宇都宮 春季シングルス　準優勝Men's 40 Singles 1 133 江連 雅晴 県庁テニスクラブ 宇都宮 春季シングルス　優勝Men's 45 Singles 1 240 川添 章 サトウGTC 宇都宮 冬季シングルス　優勝 春季シングルス　準優勝Men's 50 Singles 1 303 梅津 京 CTC 大田原市 春季シングルス　優勝 冬季シングルス　優勝Men's 55 Singles 1 235 関根 好克 ローズテニスガーデン 小山市 冬季シングルス　優勝 春季シングルス　準優勝Men's 60 Singles 1 232 日下部 実 佐野サンライズ 佐野市 春季シングルス　優勝Men's 65 Singles 1 285 増渕 敏之 宇都宮サンテニスクラブ 宇都宮 春季シングルス　優勝 冬季シングルス　優勝Men's 70 Singles 1 237 福島 裕二 ⾜利ローンテニスクラブ ⾜利 春季シングルス　優勝 冬季シングルス　優勝Men's 75 Singles 1 108 柴⽥ 良⼀ バージュ 下野市 春季シングルス　優勝Men's 35 Doubles 1 198 益田 敬明 Double Nine 宇都宮 春季ダブルス　優勝 冬季ダブルス　優勝1 198 奥澤 厚 Double Nine 宇都宮 春季ダブルス　優勝 冬季ダブルス　優勝Men's 40 Doubles 1 53 齋藤 聡 ＬＯＶＥ・ＡＬＬ（ラヴ・オール）⾜利 両毛ダブルス　優勝1 53 田島 孝悟 佐野サンライズ 佐野市 両毛ダブルス　優勝Men's 45 Doubles 1 610 ⼤和 秀⾏ ⾜利ローンテニスクラブ ⾜利 マスターズ　優勝 ダンロップダブルス　優勝Men's 50 Doubles 1 271 大貫 潤 BEST 栃木市 秋季ダブルス　優勝 冬季ダブルス　優勝1 271 梅津 京 CTC 大田原市 秋季ダブルス　優勝 冬季ダブルス　優勝Men's 55 Doubles 1 171 渡邊 隆典 RIZU 宇都宮 春季ダブルス　優勝 秋季ダブルス　優勝Men's 60 Doubles 1 277 砺波 哲也 チームU&T ⾜利 春季ダブルス　優勝Men's 65 Doubles 1 3 鈴⽊ 幸夫 CTC 大田原市1 3 藤瀬 正邦 CTC 大田原市1 3 宇賀神 誠 KGTC 真岡1 3 村上 伸夫 ユニティ（ＵＮＴ） 宇都宮Men's 70 Doubles 1 53 宇賀神 誠 KGTC 真岡 両毛ダブルス　優勝1 53 村上 伸夫 ユニティ（ＵＮＴ） 宇都宮 両毛ダブルス　優勝Women's 40 Singles 1 53 梅津 華 amigoT.C 大田原市 両毛シングルス　優勝Women's 45 Singles 1 133 ⾦敷 美由紀 BEST 栃木市 春季シングルス　優勝Women's 50 Singles 1 81 ⼤塚 綾⼦ RIZU 宇都宮 冬季シングルス　優勝Women's 55 Singles 該当者なしWomen's 60 Singles 1 138 ⼤塚 綾⼦ RIZU 宇都宮 春季シングルス　優勝Women's 65 Singles 該当者なしWomen's 40 Doubles 1 276 菅野 喜久江 RIZU 宇都宮 マスターズ　優勝 秋季ダブルス　優勝 冬季ダブルス　優勝Women's 45 Doubles 該当者なしWomen's 50 Doubles 1 65 ⾦敷 美由紀 BEST 栃木市 秋季ダブルス　優勝1 65 落合 真由美 UIテニスクラブ ⿅沼 秋季ダブルス　優勝Women's 55 Doubles 該当者なしWomen's 60 Doubles 1 65 岩間 ⾥⼦ FAIR WIND 宇都宮 秋季ダブルス　優勝1 65 ⻘⽊ ⾹乃 RIZU 宇都宮 秋季ダブルス　優勝

2021年度 TTAランキング表彰者名簿　ベテランの部Category JOPなし 主な戦績



TOCHIGI TENNIS ASSOCIATION一般男子シングルス 57位 相原 一樹 サトウGTC 宇都宮194位 佐藤 大耀 サトウGTC 宇都宮 JOPなしと重複
35歳以上シングルス 15位 浦部 俊之 チームU&T ⾜利75歳以上シングルス 19位 佐藤 久和 フリー 栃木県テニス協会35歳以上ダブルス 7位 浦部 俊之 チームU&T ⾜利

2021年度 ⼀般JOP表彰者名簿
2021年度 ベテランJOP表彰者名簿
2021度 TTA特別表彰者名簿該当者なし


