
2012年度

(JOPグレード　Ｆ　)　

◆　期　　日 ２０１２年１０月２０日（土）　栃木県総合運動公園　８：４５～１５：００

●　予備日　１０／２７(土)　清原中央公園　　　　

◆　会　　場 栃木県総合運動公園　砂入り人工芝(６面)

◆　主　　催 ㈱下野新聞社 栃木県テニス協会

◆  協　　賛 ㈱ダンロップスポーツマ－ケティング

◆　主　　管

■　大会会長 上野通子

■　参与 市村 茂夫 富田 勧 高橋 一

■　大会委員長 井村 孝一

■　大会副委員長 柚木 忠夫

■　大会ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 井村 孝一

■　ｱｼｽﾀﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 金成良二

■　レフェリー 金澤弘之

■　ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌｪﾘｰ

■　審　判　員 ＪＴＡ公認審判員(小島崇子　滝川君代)

雨天等による開催情報や緊急速報は左の情報ブログを御覧ください。

《　大　会　役　員　》

下野新聞社杯　栃木県秋季ベテランオープンテニス選手権大会ダブルス　結果

TTA

栃木県テニス協会

TTAE メール：tta_tennis ＠yahoo.co.jp

公式ウェブサイトURL ：http://www.geocities.jp/tta_tennis/



＊多少の雨でも実施しますので、会場へ集合してください。

■　１０月２０日（土） ■　会場　栃木県総合運動公園　砂入り人工芝(６面)

　　会　場 　　　　　　栃木県総合運動公園
　　種　目 男子40､45､50､55才　　女子全員 男子65･70才
受付･集合時刻 8：15～8：30 9:30～9:45

8:30～連絡事項後､8:45～試合開始

最終試合 決勝まで予定　

［注意事項］

＊ 一般Dは､10/6(土)から始まりますが､一般とベテラン双方に出場する方もいますので､｢一般の要項｣も見ておいて下さい｡

＊ 集合時間を過ぎた選手はNo Showとなります。

＊ 雨天その他により、大会実施が不明確な場合も、定刻までに参集してください。

＊ 雨天等で試合が出来ない場合は順延となります。

＊ 順延の情報はＴＴＡホームページ情報ブログでご確認ください。

＊ 試合進行の状況により最終試合が変更となる場合があります。

＊ ﾄｰﾅﾒﾝﾄの初戦敗退者で､コンソレ実施を実施します｡コンソレ希望の方は､本部に申し込んで下さい｡

■　予備日　１０／２７(土)　清原中央公園　　　・砂入り人工芝

＊受付時刻は下記情報ブログに掲載してまいります。

TTAホームページ    URL :http://www. geocities.jp/tta_tennis/

栃木県テニス協会公式ホームページの情報ブログにご注意ください。

1 本大会は原則として、日本テニス協会のテニス規定及び倫理規定を適用し、トーナメント競技規定を準用します。

（一部ローカルルールがあります）

2 プレーヤーは集合時刻までに受付を済ませてください。定刻時間を過ぎた場合は、No Showとなりプレーできません。

3 ・服装は倫理規定の「服装と用具のコード」に定められているテニスウェアを着用してください。

・長ズボン着用を認めますが、健康、天候等に問題がないときは、可能な限り正規のテニスウェアでプレーしてください。

・ウェアについて疑問がある場合は、試合前にレフェリーに確認を取ってください。

4 天候その他により、大会の実施が不明確な場合も、定刻までに参集してください。順延や中止の場合は､その旨をクラブハウスに掲示します。

5 試合方法 ●　全て　8ゲームズプロセットマッチ　　

　　　＊　８ゲームズオール後は､７ポイントのタイブレーク

　　                    ＊全てセミアドバンテージ方式　（1回目はデュース、２回目のデュースの時ノーアドバンテージで行う）　

＊コンソレは、６ゲームマッチ・セミアドバンテージ方式とします。

＊雨天で日程が変更となった場合は、試合内容を変更する場合があります。

6 試合は原則としてセルフジャッジとします。ロービングアンパイアを設置します。コート内外で巡回しますのでトラブル時は

早目に呼んでください。

7 使用球は、ダンロップ・フォート・イエローとします。

8 試合はオーダーオブプレー方式で行います。試合前のウォームアップは初戦のみ3分以内とし、その他はサービスのみとします

控えの選手は、前の試合が終了したら速やかにプレーを開始できるようご協力ください。

コールされてもコートに現れない場合、No Showとなりプレーできなくなることもありますので、ご注意ください。

9 敗者の方に、次試合が初戦の場合、ウォームアップ（3分間）のタイムｷｰﾊﾟーをお願いします。

10 大会出場選手、及び役員の方には、傷害保険（レクリェーション）が加入されています。ケガをされた方は大会本部まで申出てください

11 表彰について

　      ●　実ﾄﾞﾛｰ数が､8以上---ﾍﾞｽﾄ4に賞状･賞品    ●　実ﾄﾞﾛｰ数が､8未満---賞状･賞品は優勝のみ

　　表彰式に立会えない場合は賞品をお渡しできませんので、ご了解ください。　 以上

栃木県総合 〒321-0152　栃木県宇都宮市西川田4-1-1 TEL 028-659-1201
　　運動公園　 http://www.park-tochigi.com/sougou/
清原中央公園 〒321-3231　栃木県宇都宮市清原工業団地１４番地 TEL　０２８-６６７-１２２７

http://www2.ucatv.ne.jp/ ũ-taibun.sea/sisetubetu/sisetubetu-zenmen.html

大会案内

《注　意　事　項》

TTAとして､「自分のゴミ＋Ｏｎｅ運動＋エコキャップ」を実施します。自分のゴミと周りに落ちているゴミの持ち帰り運動の推進

【温暖化防止チーム・マイナス６％運動】



　　　　　　　　　　　201２年度　下野新聞社杯　栃木県秋季ベテランオープンテニス選手権大会ダブルス(F大会)

◆　男子　４０才　　参加人員　６組　　　配点表　ｄ　　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ＋ｺﾝｿﾚ　　　全て8ゲームズプロセットマッチ

番号 ｼｰﾄﾞ 登録番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R SF F

G15973 増田英倫 サンテニス 宇都宮
G17169 藤沼善紀 バージュ 下野

増田英倫

藤沼善紀

G17195 福島大輔 ＡＴＣ 群馬県 渡辺努 81
G17836 関宏隆 ローズＴＧ 小山 桑野敏明

渡辺努 ローズＴＧ 小山 84 増田英倫

桑野敏明 ローズＴＧ 小山 藤沼善紀

G16313 梅津京 ＣＴＣ 大田原 羽鳥賢治 ８２

G14679 大貫潤 Stringingでこや 大田原 北原佳則

羽鳥賢治 ローズＴＧ 小山 98(10) 津浦隆之 増田英倫 サンテニス

北原佳則 ローズＴＧ 小山 宮澤保志 藤沼善紀 バージュ

82

G18532 津浦隆之 フィナリスタ 真岡
G17912 宮澤保志 足利ローン 足利

◆　男子　４５才　　参加人員　４組　　　配点表　ｅ　　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ＋ｺﾝｿﾚ　　　全て8ゲームズプロセットマッチ

番号 ｼｰﾄﾞ 登録番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R SF F

吉川典男 ウィンディ 宇都宮 吉川典男

町井浩美 ウィンディ 宇都宮 町井浩美

Ｇ１９５３２ 岡田啓 あじさいテニスクラブ 千葉県 83 阿久津定之

G17915 影浦直人 あじさいテニスクラブ 千葉県 福田裕之

樺澤正己 Amigo T.C 大田原 阿久津定之 98(5)
谷口克巳 ＩＴＣ 矢板 福田裕之

G17407 阿久津定之 県庁テニスクラブ 宇都宮 82 阿久津定之 県庁テニスクラブ

福田裕之 ＲＡＳＨ 宇都宮 福田裕之 ＲＡＳＨ

◆　男子　５０才　　　参加人員　６組　　　配点表　ｄ　　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ＋ｺﾝｿﾚ　全て8ゲームズプロセットマッチ

番号 ｼｰﾄﾞ 登録番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R SF F

G10691 砺波哲也 チームＵ＆Ｔ 足利
G08196 谷本英雄 ＩＰＴＣ 群馬県

砺波哲也

谷本英雄

半田守可 Team Yossy 宇都宮 北林優 82
高橋忠伸 ＨＴＣ 真岡 川島正巳

北林優 足利ローン 足利 82 砺波哲也

川島正巳 サンデー 足利 谷本英雄

田沼正芳 ローズＴＧ 小山 芹沢千里 84
松原正次郎 KDDI HTC 1801 小山 酒井広行

芹沢千里 ジャルダン 足利 85 芹沢千里 砺波哲也 チームＵ＆Ｔ

酒井広行 ジャルダン 足利 酒井広行 谷本英雄 ＩＰＴＣ

83

福田康之 BRUGE 下野
矢挽忠雄 BRUGE 下野

◆　男子　５５才　　　参加人員　４組　　　配点表　e　　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ＋ｺﾝｿﾚ　全て8ゲームズプロセットマッチ

番号 ｼｰﾄﾞ 登録番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R SF F

G13511 神山好弘 キリウテニスクラブ 群馬県 神山好弘

G17751 ジェフリー金本 港区テニス連盟 東京都 ジェフリー金本

G18519 渡辺譲 薮塚テニスクラブ 群馬県 82 神山好弘

G16983 西場利夫 薮塚テニスクラブ 群馬県 ジェフリー金本

鈴木幸夫 ＣＴＣ 大田原 鈴木幸夫 81
藤瀬正邦 東芝那須 大田原 藤瀬正邦

G15509 浦野健治 薮塚テニスクラブ 群馬県 wo 神山好弘 キリウテニスクラブ

G04816 関本和秀 Ｃ－ＦＥＴＺ 千葉県 ジェフリー金本港区テニス連盟

NO
シー
ド等

JOP　NO 氏　　　名 　クラブ名 協会名 稲田･岡本 井村･泉 高野･小川 勝敗 順位

G10622 稲田貞夫 黒磯クラブ 那須塩原 8-3 8-3 2-0 １
G10621 岡本美好 黒磯クラブ 那須塩原

井村孝一 とちのみ会 小山 3-8 4-8 0-2 ３
泉多吉郎 とちのみ会 小山

G15459 高野進 茨城県シニア連盟 茨城県 3-8 8-4 1-1 ２
G15458 小川明雄 茨城県シニア連盟 茨城県

試合順序　NO1－NO2　NO2－NO3　NO1－NO3　　　　3名のリーグ戦で､同順位は総ｹﾞｰﾑ数の取得ｹﾞｰﾑ数で決定する｡
稲田貞夫 黒磯クラブ 那須塩原

岡本美好 黒磯クラブ 那須塩原
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◆　男子６５･７０才以上　　参加者数：３名　　　リーグ戦　　ﾄﾞﾛｰ数の配点e　

１ 1

6 　優勝

7

8

２

優勝

３



　　　　　　　201２年度　下野新聞社杯　栃木県秋季ベテランオープンテニス選手権大会ダブルス(F大会)

◆　女子　４０才　　参加人員　３組　　　配点表　e　　リーグ戦　　全て8ゲームズプロセットマッチ

NO
シード

等
JOP　NO 氏　　　名 　クラブ名 協会名 吉田･菱沼 大島･佐山 手塚･岸本 勝敗 順位

L11270 吉田幸子 ZINGY.T.T 宇都宮 8-1 8-2 2-0 1
L11269 菱沼礼子 ZINGY.T.T 宇都宮

大島命子 フォールート 佐野 1-8 8-2 1-1 2
佐山幸子 エンデバー 小山
手塚和子 ナマイＴＳ 宇都宮 2-8 2-8 0-2 3

岸本由美子 ＢＵＲＪ 小山

試合順序　NO1－NO2　NO2－NO3　NO1－NO3　　　　3名のリーグ戦で､同順位は総ｹﾞｰﾑ数の取得ｹﾞｰﾑ数で決定する｡

吉田幸子 ZINGY.T.T 宇都宮
菱沼礼子 ZINGY.T.T 宇都宮

◆　女子　４５･５０才　　参加人員　５組　　　配点表　ｄ　　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ＋ｺﾝｿﾚ　　全て8ゲームズプロセットマッチ

番号 ｼｰﾄﾞ 登録番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 １R SF F
L10635 生井美智子 サンテニス 宇都宮

関口和代 サンテニス 宇都宮
福岡幸江
大槻桃子

福岡幸江 足利ローン 足利 福岡幸江 wo
大槻桃子 リリーズ 小山 大槻桃子
藤城克子 ＮＴＣ 那須塩原 98(5) 大塚美智子

舘脇浩子 ＧＴＣＣ 大田原 落合真由美

８２

山本靖子 ときめき那須テニスクラブ 那須塩原 大塚美智子
赤川厚子 ときめき那須テニスクラブ 那須塩原 落合真由美

80
大塚美智子 ナマイＴＳ

大塚美智子 ナマイＴＳ 宇都宮 落合真由美 ＵＩＴＣ
L11075 落合真由美 ＵＩＴＣ 鹿沼

◆　女子　５５才　　参加人員　３組　　　配点表　ｅ　　リーグ戦　　全て8ゲームズプロセットマッチ

NO
シード

等
JOP　NO 氏　　　名 　クラブ名 協会名 八橋･秋本 星野･梨木 内藤･日賀野 勝敗 順位

L00077 八橋ふみ子 ラブインドアＴＣ 岩手県 8-1 ８－６ 2-0 １
L01209 秋本晶子 国府台テニスガーデン 千葉県

星野恵子 黒磯テニスクラブ 那須塩原 1-8 3-8 0－２ ３
梨木みつ子 Swing 大田原
内藤千都子 テラＴＣ 矢板 ６－８ 8-3 1-1 ２
日賀野和江 大田原レオ 大田原

試合順序　NO1－NO2　NO2－NO3　NO1－NO3　　　　3名のリーグ戦で､同順位は総ｹﾞｰﾑ数の取得ｹﾞｰﾑ数で決定する｡
八橋ふみ子 ラブインドアＴＣ 岩手県

秋本晶子 国府台テニスガーデン 千葉県

◆　女子　６０才　　参加人員　３組　　　配点表　e　　リーグ戦　　全て8ゲームズプロセットマッチ

NO
シード

等
JOP　NO 氏　　　名 　クラブ名 協会名 高澤･久保田 大塚･橋本 小坂･早川 勝敗 順位

L03597 高澤千恵子 足利みなみテニスクラブ 足利 8-3 8-4 2-0 １
L11164 久保田和希子足利みなみテニスクラブ 足利

大塚綾子 ＲＩＺＵ 宇都宮 3-8 ８－２ 1-1 ２
橋本とめ子 Ｕ遊クラブ 宇都宮

Ｌ04074 小坂晴美 フォールート 佐野 4-8 ２－８ 0-2 3
L05274 早川美枝子 昭和電工マスターズ 小山

試合順序　NO1－NO2　NO2－NO3　NO1－NO3　　　　3名のリーグ戦で､同順位は総ｹﾞｰﾑ数の取得ｹﾞｰﾑ数で決定する｡
高澤千恵子 足利みなみテニスクラブ 足利

久保田和希子 足利みなみテニスクラブ 足利
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<男子D　40才～55才ｺﾝｿﾚ>

G17195 福島大輔 ＡＴＣ 群馬県

G17836 関宏隆 ローズＴＧ 小山 梅津京

G16313 梅津京 ＣＴＣ 大田原 梅津京 大貫潤

G14679 大貫潤 Stringingでこや 大田原 大貫潤 60

Ｇ１９５３２ 岡田啓 あじさいテニスクラブ 千葉県 63 梅津京

G17915 影浦直人 あじさいテニスクラブ 千葉県 大貫潤

樺澤正己 Amigo T.C 大田原 半田守可 64

谷口克巳 ＩＴＣ 矢板 高橋忠伸

半田守可 Team Yossy 宇都宮 76(6) 福田康之

高橋忠伸 ＨＴＣ 真岡 矢挽忠雄

福田康之 BRUGE 下野 福田康之 61

矢挽忠雄 BRUGE 下野 矢挽忠雄

鈴木幸夫 ＣＴＣ 大田原 75

藤瀬正邦 東芝那須 大田原

梅津京 ＣＴＣ

大貫潤 Stringingでこや
　優勝

優勝
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3

3
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