
       　　　２０１９．０８．０４　栃木県テニス協会　　　　理事長　神山康洋

ＴＴＡレポート（Ｎｏ．１２０） （ＮＯ.10）

１、 第７４回国民体育大会関東ブロック大会8月3日（土）～４日（日）千葉市フクダ電子ヒルコートで開催された。

参加監督・選手・トレーナー・役員

総監督:：阿久津定之

成年男子　監督:阿久津定之　　トレーナー：吉村健司　役員：神山理事長，渡邊強化副委員長

選手：

試合結果 成年男子

２、
　期日　　令和元年7月19日【金】～21日【日】

3、 第７４回国民体育大会栃木県予選会が６月１日（土）、２日（日）栃木県総合運動公園で開催された。

結　　果 成年男子 成年女子

１位 １位

２位 ２位

３位 ３位

４位 ４位 佐藤　成美

４、第74回国民体育大会（少年男女の部）栃木県予選会が6月29日(土)、30日(日）栃木県総合運動公園で開催された。

決勝リーグ結果　
　　　　　　　　　　少年男子少年男子 少年女子

推薦順位　 1位　2位 推薦順位 １位　２位
1位 横田　大夢（足大付属高）３勝 1位 増淵　つかさ（作新高） ３勝
2位 飯田　翔　（足大付属高）２勝１敗 2位 増子　未結（作新高） ２勝１敗
3位 松尾　滉哉（足大付属高） 3位 岩田　真彩（作新高）
4位 新井　翼　（足大付属高） 4位 白石　真理名（小山・乙女中）

男子女子上位2名の選手は、9月29日(日）～10月2日(水）茨城県神栖市で行われる本国体に出場。

５、第９３回関東オープンテニス選手権大会　ベテランの部　
関東圏内の5会場で35才S/D～85才S/Dで約1400人が参加する大会で栃木県は昨年に続き2年連続の開催となった
天候にも恵まれ大きな事故もなく無事に予定通り終了した。審判員、運営の方々に感謝いたします。

１．開催期間 令和元年5月13日（月）～5月19日（日）

２．会場 栃木県総合運動公園

３．コートサーフェイス・面数・照明
砂入り人口芝・１1面・照明無

４．試合種目 男子７５才以上（S/D) 64人/16組
女子６５才以上（S/D) 46人/43組

５．大会役員 　　ディレクター　神山康洋　　　　　 　　　
　　   　　　 　　　レフェリー 　鈴木紀雄　　　　　 　　　　アシスタントレフェリー　籾山和子、

 審判員　運営員　延7日間で74名

以上

----次回は11/1の予定----

本国体出場は果たせた。

女子は、ストレートインで本国体出場可になります。

　　　　　　ブロック１回戦　　　　　　栃木県　②-1　神奈川県

　２日目　２次予選

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木県　②-1　 山梨県

栃木県の2名の男子選手は、9月29日(日）～10月2日(水）茨城県神栖市で行われる本国体に出場。

出場都県は、通過１埼玉県、通過２千葉県、通過３東京都、通過４栃木県、通過５神奈川県

玉腰敬大

柚木　武

　１日目　１次予選

　　　　　　ブロック2回戦　　　　　　栃木県　0-②　 千葉県

茨城県を除き７都県中５都県が本国体出場できます。

油布　将也

男子上位2名の選手は、8月3日（土）～4日（日）千葉県で行われる関東ブロック大会に出場。
女子上位2名の選手は、9月29日(日）～10月2日(水）茨城県神栖市で行われる本国体に出場。

第４３回全日本都市対抗テニス大会結果

　会場　　鹿児島県立鴨池庭球場

出場選手：吉田麻美、玉野奏海、小林宰、相原一樹、佐藤政大、黒田貴臣、
　　　　　吉田幸子、菱沼礼子、　阿久津定之，渡邊隆典

大会結果
優勝:京都市、東京都豊島区、第３位：さいたま市、つくば市、第５位：松山市、印旛郡市、鹿児島市、札幌市
コンソレーション優勝:岐阜市、金沢市

宇都宮市は今回で３０回出場の特別表彰を受けました。おめでとうございます。

試合は、雨天予報により８ゲームマッチが６ゲームマッチで実施された。
初日１回戦は第３シードの京都市と対戦し０-５で負けコンソレーションンに回り、コンソレ１回戦は福井市と対戦し4-1で宇都
宮市の勝利。２日目コンソレ２回戦は岐阜市と対戦し２-４で残念ながら負けてしまいました。最終日２１日は、大雨警報発令
で本戦コンソレともに決勝戦は中止となり、本戦は京都市と東京都豊島区が優勝。コンソレーションは岐阜市と金沢市が優勝
しました。
結果宇都宮市は、本線、コンソレ共に優勝チームに負けたことになります。

玉腰　敬大 諏訪　円香

柚木　武 前田　夢佳

相原　一樹 吉田　麻美



       　　　２０１９．１０．３０　　栃木県テニス協会　　　　理事長　神山康洋

ＴＴＡレポート（Ｎｏ．１２１） （ＮＯ.11）

1、

参加監督・選手・トレーナー
1. 成年男子　監督：阿久津定之　選手：玉腰敬大、柚木　武
2．成年女子　監督：渡辺千鶴　　選手：諏訪円香、前田夢佳
3.少年男子　監督：手塚英樹　選手：横田大夢、飯田翔
4.少年女子　監督：中澤正彦　選手：増淵つかさ、増子未結
トレーナー：吉村健児　赤崎愛理

試合結果 成年男子---ベスト16

成年女子

少年女子

２、2019年度  栃木県テニス協会　第１回理事会　開催

３、

以上

----次回は２/1の予定----

　　　　スコアパーソンを1面3人1組）の指導・監督。10校の高校に打診中）

　　　※各委員会にて選考と依頼を年内にお願いします。他にも記録報道委員長や会場委員長と出てくるので
　　　　また相談させてください。適任者がいれば教えてください。

・各委員会の事業は予定通り進んでいるが、
　予算がマイナス６５万円でスタートしているので各委員会ともマイナスを少しでも抑えて下さい。

２０１９年９月２３日に第１回委員長会議を開催した
（１）とちぎ国体について（宇都宮市教育委員会国体推進課濱野係長、松村主任主事より）
　　・令和4年(2022年)10/１開会式、会場は新アリーナスタジアム。テニス競技は開会式に参加。
　　　試合は10/２～５。少年は県総合、成年は屋板運動場、表彰式は県総合にて行う。
　　・練習コートは、宇都宮大学峰キャンパスコート(5面)、宮原コート(6面)を予定。宮原は再来年
　　　までに完成する予定。
　　清原中央公園は高校(硬式)野球が開催され、駐車場等の問題があり外した⇒例年タクシー券を発
　　　券していると思うが、タクシーなら駐車場使用しないので清原を使用できないか？
　　　(濱野様回答)会場へ向かうまでが大変混雑するので、難しいのではないかと思う。検討してみる。
　　・第77回国民体育大会は「国民体育大会」最後の大会になる。第78回は国民スポーツ大会となる
　　・令和3年(2021年)に全日本都市対抗が７月の第３週に県総合にて開催する。そちらを成功させる
　　　ことができれば、国体につなげられると思う。

（２）第77回とちぎ国体各委員長の決定

　　　・競技本部長-神山　・競技副本部長-吉羽、壁屋　・総務委員長-鈴木秀男　・庶務委員長-吉井
　　　・競技委員長-鈴木紀雄　・競技運営副委員長-審判委員会より2名　・進行委員長-坂本

　　　・進行副委員長-競技運営委員会より2名　・審判委員長-審判委員会より1名

　　　・審判副委員長-審判委員会より2名　・JBSコントロール委員長-野井
　　　・JBSコントロール副委員長-斎藤、竹中（JBSコントロールとは、競技補助員（ボールパーソン+

第１４回（2019年度）とちぎオープンジュニアテニス大会開催
日時：2019年8月24日～9月1日
会場：総合Ｇ、屋板コート、　民間４社コート

参加人数は男子396人　女子192人　合計588人で昨年より72名減少

18歳以下飯田翔((足利大学附属高校)は今年も優勝し２連覇達成、 16 歳以下男子 の 麦倉豪(宇都宮テニスクラブ)
も
優勝し、更に１４歳以下男子床井海斗と１４歳以下女子の米川しゅう(サンテニス）が準優勝した。
その他の種目においても１5名がベスト１６入り、10名がベスト８、３名がベスト４まで勝ち上がり優秀な成績を残し今
後に期待ができます。ジュニアの育成にたずさわっていただいた各コーチ及び本大会の運営の各役員に感謝いたし
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

第７４回国民体育大会いきいき茨城ゆめ国体が９月２９日（日）～１０月２日（水）に開催された。

会場　　茨城県神栖市　神栖海浜庭球場(24面）

  日  時：2019年10月6日(日)18:00～20:00

　会　場：宇都宮市横川地区市民センター

　　　１回戦　　　　　　栃木県　０-②　和歌山県

都道府県別総合成績は天皇杯１８位（昨年２８位）皇后杯２６位（昨年２６位）の結果となり、目標の１５位以内にはと
どかない、テニスは参加得点で男女各１０点づつの加点しかなかった。競技得点は８位から加点される。
各種目８位以内を目指したい。競技得点は次のようになっています
１位２４点、２位２１点、３位１８点、４位１５点、５位１２点、６位９点、７位６点、８位３点

今回は近県の茨城県開催であり審判委員会など約1５名が視察に参加した。ありがとうございました。

　　　１回戦　　　　　　栃木県　０－②　三重県

　　　３回戦　　　　　　栃木県　０-②　京都府

少年男子----ベスト16

　　　１回戦　　　　　　栃木県　②-０　北海道　

　　　２回戦　　　　　　栃木県　②-０　岐阜県

　　　１回戦　　　　　　栃木県　②-１　奈良県
　　　２回戦　　　　　　栃木県　１ー②　大阪府　
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1、

2019年度 増減

予算(e) 決算(f) 予算案(g) (ｈ)＝(ｇ)－(e)

前年度繰越金 3,642,500 3,242,500 2,866,675 -775,825

当該年度残金計 -1,617,830 -375,825 -650,540 967,290

繰越金合計 2,024,670 2,866,675 2,216,135 191,465

繰越金／総収入比率 7.2% 10.5% 7.7%

基金残高 2018年度積立額 基金合計額 （利息含む）

1,600,079 400,000 2,000,079

基金積立後繰越金 2,866,675

２、 第8回ブラインドテニスダブルス大会IN宇都宮が開催された。

期日：平成３１年３月２日（土）～３月３日（日）

会場：宇都宮明保野体育館

アイマスククラス（EU）が10ペア、アイマスクなしクラス（NE)が５ぺアの参加でした。

3、
期日：平成３１年３月１０日（日）

会場：栃木県総合運動公園テニスコート

結果

4、
期日：平成３１年３月２３日（土）

会場：宇都宮市清原中央公園テニスコート

男子：てづかグリーンTC(千葉県）、Ohパインヒルズ（埼玉県）　HIT, NEXT-A（栃木県）

結果

TTA118号で下記を記載しましたが間違いでした修正いたします。

４、

以上

----次回は8/1の予定----

EUクラスは2ブロックの総当たりリーグ戦その後各リーグの上位2チームによる決勝戦3位決定戦

　決勝戦　　　　宇都宮市　4-１　小山市

4組総当たり戦　ダブルス2試合シングルス1試合

男子：1位てづかグリーンTC(千葉県）2-1、2位HIT2-1、3位Ohパインヒルズ（埼玉県）1-2、　4位 NEXT-A1-2

女子：1位小金原TC(千葉県）2-1、2位イースター（埼玉県）2-1、3位FTS1-2, 4位足利 ローン1-2

種目：一般男子D,S、一般女子D、S、ベテラン男子D、ベテラン女子D,ベテラン男子2部

　３位決定戦　　下野市　4-１　真岡市

優勝した宇都宮市は、2019年7月18日（木）～21日（日）に鹿児島市で開催される第43回全国都市対抗テニス大会に参加
いたします。

平成30年度【3県（千葉.埼玉.栃木）】クラブ対抗交流戦を開催

参加チーム

女子：小金原TC(千葉県）、イースター（埼玉県）　FTS, 足利 ローン（栃木県）

⇒2019年第93回関東オープンベテラン選手権ベテランの部です。
第８１回（2019年）全日本ベテラン選手権大会が栃木県総合グランドで開催予定

NEクラスは総当たりリーグ戦を行いました

TTAからはSCUとして鈴木審判委員長を含め2日間延べ10名が参加いたしました。またボールパーソンと選手の誘導
サポートで宮野原中学校テニス部男女20名が協力していただきました。ありがとうございました。

全日本都市対抗大会栃木県予選会を開催

2018度栃木県テニス協会の総会を開催
2019 年4月14日(日）ホテルニューイタヤで第３回理事会の後に総会が開催され、2018 年度の事業報告及び決算報告が行われ承認
された。また2019 年度事業計画予算のついても承認を頂きました。ありがとうございました。2018 年度は大幅なマイナス予算でスター
トしたが各委員会の努力の結果マイナス分が大幅に縮小されマイナス37.6 万円で終了できたことを感謝します。2019 年度はTTA登録
料¥400アップで収入も増収の予定だが、栃木国体に向けた競技力向上事業費補助金が317.8 万円から400 万円に増額されTTAの負
担金も増加が予想され予算を厳しくみている。マイナス65万円の予算でのスタートですが各委員会の更なる経費節減、収入UPに努
力してい頂き決算時はプラスになるよう期待いたします。また各地区協会には登録料のUPにより現登録数2990 名が減にならないよう
ご協力をお願いいたします。

下記表を参照願います

2018年度

ジュニア育成強化基金
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                  2020.02.03  栃木県テニス協会    理事長 神山康洋 

ＴＴＡレポート（Ｎｏ．122）     （No.12） 

2020 年を迎え第 77 回栃木国体開催まで 3 年を切りました。 

令和 4 年(2022 年)10/1 開会式、会場は新アリーナスタジアム。テニス競技は開会式に参加。試合は 10/2～5。 

少年は県総合、成年は屋板運動場、表彰式は県総合にて行う。 

 
１．TTAは昨年11/10に第1回国体準備室の会議を宇都宮市姿川地区市民センター ２階で開催した。 

議題は下記で 

１ 茨城国体視察報告 

   (１) 競技役員の業務について・・・・・・・・・・・・・・鈴木審判委員長 

    ①構成と各委員会の業務内容 

②レフェリー、アシスタントレフェリー等の役割 

    ③ＳＣＵとＢＰの養成状況 

    ④その他 

  （２）今後の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉井副理事長 

    ①ＳＣＵの養成 

②ＢＰの養成と教育 

    ③鹿児島国体視察 

その他 OP のシュミレーション屋板クラブハウス設計図確認（2020 年 7 月～2021 年 3 月で完成） 

２. 第 77 回栃木国体役員 .各委員長副委員長の決定で 1 月末までに下記が決定しました。 

●競技本部    ●会場委員会   

役職 役割 名前  役職 役割 名前 
部⻑ 総括 神山康洋  委員⻑ 総括 松井 一浩 
副部⻑   吉羽清美  副委員⻑ 会場責任者 川田卓也 
副部⻑   壁屋行雄  副委員⻑ 会場責任者 江連雅晴 
       

●総務委員会    ●進行委員会   

役職 役割 名前  役職 役割 名前 
委員⻑ 総括 鈴木秀男  委員⻑ 総括 坂本光広 
副委員⻑   菅又 圭壱  副委員⻑ 各会場責任者 佐藤千恵子 
副委員⻑   印南 茂  副委員⻑ 各会場責任者 吉田幸子 
       

●庶務委員会    ●記録・報道委員会   

役職 役割 名前  役職 役割 名前 
委員⻑ 総括 吉井 正光  委員⻑ 総括 法師人行雄 
副委員⻑      副委員⻑ 各会場責任者 若林克弥 
副委員⻑      副委員⻑ 各会場責任者 島田信一 
          

●競技委員会      ●JSB コントロール委員会  

役職 役割 名前  役職 役割 名前 
委員⻑  総括 鈴木 紀雄  委員⻑ 総括 野井修一 
副委員⻑ 会場レフェリｰ 金澤 弘之  副委員⻑ 各会場責任者 竹中謙介 
副委員⻑ 会場レフェリｰ 新井 隆  副委員⻑ 各会場責任者 秋元崇 
       



 

2 

●審判委員会       

役職 役割 名前     

委員⻑ 総括 小島 崇子     

副委員⻑ 会場取りまとめ 橋爪 洋子     

副委員⻑ 会場取りまとめ ⻑ かおる     

３、 2019 年第５回常務理事会 ＫＴＡ報告   

 

 日  時：2018 年１１月 28 日(水)13:30～15：30 

会 場：渋谷区スポーツセンター会議室     神山出席 

 
 ・国体委員会報告 

 ・2020 年全日本都市対抗テニス大会関東予選会大会は群馬県テニス協会が運営主管 

  期日  令和 2 年 5 月 2 日【土】、予備日 3 日【日】  

  会場 ＡＬＳＯＫぐんまスポーツセンターテニスコート 7 面  

  関東枠は７    

    ストレートイン４枠：東京都、埼玉県、茨城県、千葉県 （栃木県宇都宮市は次期開催都市枠で出場が決定） 

    関東予選県：神奈川県、埼玉県、栃木県、山梨県、群馬県、 4 県中 3枠 

 ・令和２年国体関東ブロック大会 （東京オリンピックの関係で前倒日程で開催） 

  期日  令和２年 6 月 27 日（土）・28 日（日）・予備日 29 日（月） 

  会場 神奈川県小田原テニスガーデン 

  令和元年度関東枠は JTA ドント配分から 

  ① 成年男子は６枠、 ②成年女子は８枠で女子は関東ブロックは開催しない。 

・委員の交代について(森常務理事) 

茨城国体も無事に終了し、4 年後には栃木県での国体開催となる。これにより、2020 年度から JTA 国体委員会には

栃木県から委員を出してほしいとの JTA からの要請もあり、神山常務理事に、関東の国体委員会委員長も坂田常

務理事から交代することとなった。 

４.2019 ダンロップスリクソントーナメント関東決勝大会開催 

期日：令和元年１１月３０日（土）～１２月１日（日） 

会場：昭和の森テニスセンター 

結果：栃木県 団体で 4 位 東京と同点の 18 点ですが取得ゲーム差で 4 位 

ベテラン男子：櫛下町光哉/小川 誠  6 位    

女子：吉田麻美/玉野奏海  4 位 

男子Ａ級：浦部俊之/藤原 弥 2 位        

男子Ｂ級：加藤智之/落合亮太 3 位 

  

 ----- 次回の予定は5月3日---- 

                                   以上－ 


