
　　08.1.5　(井村)記

２００７年度　KLS杯　栃木県選抜テニス選手権(ベテランダブルス)

1､　要項
■　１月２７日（日） ■　会場　栃木県総合運動公園　砂入り人工芝■　ベテランの部

男子　全員　　　女子４０・４５才 女子５０･５５才

　　　　  ８：４５～９：００           １１：４５～１２：００

　　9:00～開会式後､9:15～試合開始予定試合進行によるが､1２:１５頃試合開始予定

決勝まで予定　　(試合進行状況により､残り試合は､２/３(日)までかかる場合も有ります｡)

＊ コンソレは初戦終了次第実施しますので､本部に申込んでご参加下さい｡

＊ 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。

■　試合方法

　●　男子３５､４０､４５､６０才　　女子４０､４５､５０､５５才---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

　●　男子５０才-----６ゲームズプロセットマッチ　　＊　6ゲームズオール後は､７ポイントのタイブレーク

　　＊　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）　

■　賞状賞品 実ﾄﾞﾛｰ数表彰

８以上　 ﾍﾞｽﾄ4

８未満 賞状　準優勝まで､賞品　優勝のみ

<参考>
2､　参加者数と賞状/賞品

男子 女子 　計 男子 女子 　計 男子 女子 　計

３５才 8 8 5 5 8 8 　８以上　ﾍﾞｽﾄ4

４０才 6 6 12 4 6 10 8 10 18 　８未満　賞状　準優勝まで

４５才 7 7 14 5 6 11 8 13 21 　　　 　　賞品　優勝のみ

５０才 4 7 11 3 7 10 6 4 10

５５才 3 3 0 3 3

６０才 0 4 4 7 7

６５才 0 0 0

計 28 20 48 21 19 40 37 30 67

賞状と 　賞状 　賞品 参加者数

　　賞品 優勝 準優勝 ３位 優勝 準優勝 ３位

男子 35 2 2 2 2 2 4 8

40 2 2 2 2 2 4 8

45 2 2 2 2 2 4 8

50 2 2 2 6

55

60 2 2 2 7

65

女子 40 2 2 2 2 2 4 10

45 2 2 2 2 2 4 13

50 2 2 2 4

55 2 2 2 3

　合計 18 18 10 18 10 20 67

3､　グレード､配点表
男女 年令 参加人員 配点

男子 ３５才 8 ｄ

４０才 8 ｄ

４５才 8 ｄ

５０才 5 ｄ

６０才 7 ｄ

36

女子 ４０才 10 ｃ

４５才 13 ｃ

５０才 4 ｄ

５５才 3 ｄ'

30

合計 66

0７年　秋季D 07年　選抜

種目

受付･集合時刻

最終試合

０７年県春季ベテランＤ



選手番
号 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード等 １R SF F

落合聡 サンテニス 宇都宮

増田英倫 サンテニス 宇都宮 落合･増田

宮澤保志 足利ローン 足利 8-2

佐藤裕之 足利ローン 足利 落合･増田

高野伸 ナマイＴＳ 宇都宮 8-0

池田峰人 ナマイＴＳ 宇都宮 林･坂田

林孝 ＲＩＺＵ 宇都宮 8-2

坂田陽一 フィナリスタ 真岡 落合･増田

大橋正人 ＫＴＣ 小山 8-2

熊倉哲夫 ＧＭＡＸ 栃木 内海･鈴木

内海義啓 足利みなみ 足利 8-3

鈴木和彦 ラブ･オール 足利 梅津･大貫

込山憲一 サンテニス 宇都宮 8-6 　優勝 落合･増田
大島義宏 サンテニス 宇都宮 梅津･大貫 　準優勝 梅津･大貫
梅津京 ＣＴＣ 大田原 8-5 　３位 林･坂田
大貫潤 ＧＴＣＣ 大田原 　３位 内海･鈴木

選手番
号 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード等 １R SF F

阿久津定之 県庁テニスクラブ 宇都宮
法師人行雄 県庁テニスクラブ 宇都宮 阿久津･法師人

萩原学 サトウＧＴＣ 宇都宮 8-3

斉藤政人 サトウＧＴＣ 宇都宮 阿久津･法師人

佐藤誠一 ＫＴＣ 小山 8-0

神戸勝利 ＫＴＣ 小山 佐藤･神戸

野間直記 那須田園ＴＣ 那須塩原 8-3

大杉博海 Team HOWDY 宇都宮 阿久津･法師人

篠崎昭治 真岡ＳＴＣ 真岡 8-2

今野辰二郎 HONDA T.C 宇都宮 篠崎･今野

関根好克 ローズＴＧ 小山 8-5

荒川隆行 ローズＴＧ 小山 篠崎･今野

野口祐二 南河内テニスクラブエキサイト 下野 9-8(6) 　優勝 阿久津･法師人

生沼進 南河内テニスクラブエキサイト 下野 鈴木･渡邊 　準優勝 篠崎･今野
鈴木秀男 県庁テニスクラブ 宇都宮 8-0 　３位 佐藤･神戸
渡邊隆典 ＲＩＺＵ 宇都宮 　３位 鈴木･渡邊

選手番
号 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード等 １R SF F

増渕敏之 サンテニス 宇都宮

宮部正章 サンテニス 宇都宮 福田･斉藤

福田利彦 ＭＴＣ 宇都宮 9-8(9)

斉藤誠 ＭＴＣ 宇都宮 福田･斉藤

寺崎達也 トキメック 那須塩原 9-7

田中義美 ランテック 那須塩原 芹沢･酒井

芹沢千里 ジャルダン 足利 8-3

酒井広行 ジャルダン 足利 田村･高際

田村貞明 ﾀﾑﾗﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 佐野 9-7

高際富士夫 ﾀﾑﾗﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 佐野 田村･高際

和田政彦 ウィッチーズ 小山 8-1

山中敏秀 ウィッチーズ 小山 田村･高際

吉川典男 ウィンディ 宇都宮 8-2 　優勝 田村･高際
沼尾建男 ピーク 宇都宮 吉川･沼尾 　準優勝 福田･斉藤

松原正次郎 KDDIHTC 1801 小山 9-8（5) 　３位 芹沢･酒井
田沼正芳 ローズＴＧ 小山 　３位 吉川･沼尾

7

優勝
5

6

8 2

1 1

2

3

4

優勝
5

6

1

2

3

7

8

1 1
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　　 ２００７年度　KLS杯　栃木県選抜テニス選手権(ベテランダブルス)　 08.1.27(日)県総合運動公園(10面)

◆　男子　３５才　　参加人員　８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

◆　男子　４０才　　参加人員　８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

◆　男子　４５才　　　参加人員　８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
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4

1

優勝
5
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A 氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 中山･橋本 山本･権守 中島･能勢 勝敗 総ｹﾞｰﾑ数 勝ｹﾞｰﾑ数 得ｹﾞｰﾑ率 順位

中山三男 みかも山ＧＴＣ 佐野 ######
橋本篤治 富士通那須 大田原
山本芳彦 日立栃木 小山 ######
権守仁彦 日立栃木 小山
中島隆 ＭＴＣ 宇都宮 ######

能勢靖治 ランチボックス 真岡
試合順序　　　1-2　　2-3　　1-3　　

B 氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 藤瀬･鈴木 村上･半田 森田･青木 勝敗 総ｹﾞｰﾑ数 勝ｹﾞｰﾑ数 得ｹﾞｰﾑ率 順位

藤瀬正邦 東芝那須 大田原 ######

鈴木幸夫 ＣＴＣ 大田原
村上伸夫 Team Yossy 宇都宮 ######

半田守可 Team Yossy 宇都宮

森田秀夫 野木ﾃﾆｽ愛好会 小山 ######

青木弘一 K＆K 小山
試合順序　　　1-2　　2-3　　1-3

予選A　1位
中山･橋本 中山･橋本

予選B　2位 6-4

藤瀬･鈴木 中山･橋本 　優勝 中山･橋本
予選A　2位 6-3 　準優勝 中島･能勢
中島･能勢 中島･能勢

予選B　1位 '6-4

森田･青木

選手

番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード等 １R SF F

生井幹夫 ナマイＴＳ 宇都宮
猪瀬久男 ＭＴＣ 宇都宮 生井･猪瀬

生井･猪瀬

小野寺重雄 サトウＧＴＣ 宇都宮 8-5

長谷川清 サーブ 佐野 小野寺･長谷川

兵藤義以 ローズＴＧ 小山 9-7

柴田良一 石橋ＴＴＣ 宇都宮 生井･猪瀬

小坂冨吉 フォールート 佐野 8-2

植竹靖夫 リバティー 宇都宮 飯塚･川上

飯塚守 ＣＰ 佐野 8-5

川上治之 ＣＰ 佐野 飯塚･川上

山本仁 宇都宮テニスクラブ 宇都宮 8-2

河又文男 宇都宮テニスクラブ 宇都宮 井村･泉

井村孝一 日立栃木 小山 WO 　優勝 生井･猪瀬
泉多吉郎 日立栃木 小山 　準優勝 飯塚･川上

選手

番号 氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 堤･吉岡 中広･大野 八筬･榎 辻･森田 勝敗 総ｹﾞｰﾑ数 勝ｹﾞｰﾑ数
得ｹﾞｰﾑ

率
順位

堤千鶴子 後藤テニスクラブ親園 大田原 #####
吉岡麻子 大田原レオ 大田原

中広恵美子 ピュア 栃木 #####
大野恵子 宇都宮テニスアカデミー 宇都宮
八筬ミツ子 ローズＴＧ 小山 #####

榎綾子 Ｕ-遊クラブ 宇都宮
辻紀代子 ローズＴＧ 小山
森田京子 ローズＴＧ 小山

試合順序　　１－２　　３－４　　１－３　　２－４　　１－４　　２－３　
　優勝 八筬･榎
　準優勝 中広･大野

選手

番号 氏　　　名 　クラブ名 協会名 シード 高沢･久保田 松本･土田 橋本･本田 勝敗 総ｹﾞｰﾑ数 勝ｹﾞｰﾑ数
得ｹﾞｰﾑ

率
順位

高沢千恵子 足利みなみ 足利
久保田和希子 足利みなみ 足利
松本あさみ 那須田園テニスクラブ 那須塩原
土田とし子 ラリーズ
橋本とめ子 Ｕ－遊クラブ 宇都宮
本田美智子 みかも山ＧＴＣ 栃木
試合順序　　　1-2　　2-3　　1-3　　

　優勝 高沢･久保田
　準優勝 橋本･本田

1-0

0-1

1

3

2

WO

4-8

＿ 8-4

WO

＿

4

2

1

3

wo wo

5-8 8-4

8-2

2-8

1-1

2-0

１

6-4 5-7

2-6

6-2

1-1

0-2

2-0

３

２

2

3

3-6

6-3

0-2

1-1

7-5

1 2

２ 4-6

1-6

３ 3-6

２

bye2

３

　　 ２００７年度　KLS杯　栃木県選抜テニス選手権(ベテランダブルス)　 08.1.27(日)県総合運動公園(10面)

◆　男子　５０才　　　参加人員　6組　　　配点表　ｄ　　２ﾌﾞﾛｯｸ予選ﾘｰｸﾞ戦､ﾍﾞｽﾄ４でﾄｰﾅﾒﾝﾄ(６ゲームスマッチ)

1 1 6-1 6-3 2-0 １

◆　男子　６０才　　　参加人員　７組　　　　配点表　ｄ　　　全て8ゲームズプロセットマッチ

3

優勝
5

1 1

4

6

7 辞退

8 2

2 ＿

◆　女子　50才　参加人員　4組　　配点表　ｄ　　　リーグ戦　　全て8ゲームズプロセットマッチ

1 辞退 wo

3

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

＿

4 ＿ 4-8 0-2

8-5

1 1

3

2 辞退



選手番
号 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード等 １R 2R SF F

益子きく子 ローズＴＧ 小山
佐藤千恵子 エンデバー 小山 益子･佐藤

益子･佐藤
青木香乃 ＭＴＣ 宇都宮 8-2
杉本則子 ＭＴＣ 宇都宮 高梨･黒川
高梨由美 ケロチャンズ 宇都宮 8-6
黒川玲子 ローズＴＧ 小山 益子･佐藤

佐藤裕美子 サトウＧＴＣ 宇都宮 8-5
小俣美和子 FAIR WIND 宇都宮

大塚･大島
大塚綾子 ＲＩＺＵ 宇都宮 8-4
大島文子 小山マスターズ 小山

益子･佐藤

8-6

増田紀子 足利ローン 足利
真島幸子 ケロチャンズ 宇都宮 藤瀬･小倉

8-1

藤瀬真理 みはらレディース 大田原
小倉治美 ジョイナス 大田原 藤瀬･小倉
乾裕子 FAIR WIND 宇都宮 8-5

工藤敦子 キュートナーズ 宇都宮 乾･工藤
神戸美紀 ＫＴＣ 小山 8-0
若林恵子 ＫＴＣ 小山 佐藤･落合

8-1 　優勝 益子･佐藤
　準優勝 藤瀬･小倉

佐藤美枝子 フォールート 佐野 　３位 大塚･大島
落合真由美 ＴＭＴＣ 鹿沼 　３位 佐藤･落合

選手番
号 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード等 １R 2R SF F

鹿野豊子 サンライズ 小山
関口和代 サンテニス 宇都宮

小島･神門
小島崇子 サンテニス 宇都宮 8-5
神門由美 サンテニス 宇都宮 小島･神門
遠藤厚子 ローズＴＧ 小山 8-0
田中和江 ローズＴＧ 小山 小島･神門

阿部加代子 足利みなみ 足利 8-5
橋爪洋子 Ｔ・Ｃプラネット 宇都宮 阿部･橋爪

山口真奈美 みはらレディース 大田原 8-6
金原良子 みはらレディース 大田原 天野･堤
星野芳子 富士通 小山 8-4
岡﨑昌子 チームトマト 小山 天野･堤
天野明美 真岡ＳＴＣ 真岡 8-0
堤茂代 宇都宮テニスアカデミー 宇都宮 初山･池田

宮幸子 ＣＴＣ 大田原 8-3
小野典子 ラフィエスタ 大田原 宮･小野

内藤千都子 テラＴＣ 大田原 WO
白石順子 宇都宮テニスアカデミー 宇都宮 初山･池田

8-0

初山良子 FTS 宇都宮
池田美香子 ＦＴＳ 宇都宮 初山･池田
工藤千寿 富士通テニスクラブ 小山 8-1
後藤久恵 ＫＴＣ 小山 工藤･後藤
三森雅子 ＣＴキュートナーズ 8-4
神山厚子 サトウＧＴＣ 宇都宮 藏渕･斗光

8-4 　優勝 初山･池田
　準優勝 小島･神門

藏渕秀子 サトウＧＴＣ 宇都宮 　３位 天野･堤
斗光操子 チーム２００１ 小山 　３位 藏渕･斗光

16 2

14

15 bye

12 3～4

13

7

bye11

優勝
9

10 辞退

8

5 3～4

6

2 bye

1 1

3

4

12 3～4

13

14

10

11 bye

8 bye
優勝

9

◆　女子４０才　参加人員　１０組　　配点表　ｃ　全て８ゲームズプロセットマッチ

3

4

bye

1 1

2 bye

5 3～4

7

　　 ２００７年度　KLS杯　栃木県選抜テニス選手権(ベテランダブルス)　 08.1.27(日)県総合運動公園(10面)

◆　女子　４５才　　　参加人員　１３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

6

16 2

bye

bye

15



＜コンソレーション>
＜男子＞
　35才

宮澤保志 足利ローン 足利

佐藤裕之 足利ローン 足利 宮澤･佐藤

大橋正人 ＫＴＣ 小山 7-6（2)

熊倉哲夫 ＧＭＡＸ 栃木

　40才
萩原学 サトウＧＴＣ 宇都宮

斉藤政人 サトウＧＴＣ 宇都宮 萩原･斉藤

関根好克 ローズＴＧ 小山 6-0

荒川隆行 ローズＴＧ 小山

　45才
寺崎達也 トキメック 那須塩原

田中義美 ランテック 那須塩原 和田･山中

和田政彦 ウィッチーズ 小山 6-3

山中敏秀 ウィッチーズ 小山

A 氏　　　名 　クラブ名 協会名 宮澤･佐藤 萩原･斉藤 和田･山中 勝敗 順位

宮澤保志 足利ローン 足利

佐藤裕之 足利ローン 足利

萩原学 サトウＧＴＣ 宇都宮 コンソレ　

斉藤政人 サトウＧＴＣ 宇都宮 　優勝

和田政彦 ウィッチーズ 小山

山中敏秀 ウィッチーズ 小山

<女子>
　40才

青木香乃 ＭＴＣ 宇都宮

杉本則子 ＭＴＣ 宇都宮 青木･杉本

佐藤裕美子サトウＧＴＣ 宇都宮 7-6(4)
小俣美和子 FAIR WIND 宇都宮 増田･真島 コンソレ　

増田紀子 足利ローン 足利 6-3 　優勝

真島幸子 ケロチャンズ 宇都宮 増田･真島

神戸美紀 ＫＴＣ 小山 6-1
若林恵子 ＫＴＣ 小山

　45才以上
遠藤厚子 ローズＴＧ 小山

田中和江 ローズＴＧ 小山 山口･金原

山口真奈美みはらレディース 大田原 6-4
金原良子 みはらレディース 大田原 山口･金原

星野芳子 富士通 小山 7-5
岡﨑昌子 チームトマト 小山 山口･金原コンソレ　

宮幸子 ＣＴＣ 大田原 6-4 　優勝

小野典子 ラフィエスタ 大田原 宮･小野

三森雅子 ＣＴキュートナーズ 6-1 高沢･久保田

神山厚子 サトウＧＴＣ 宇都宮 wo
高沢千恵子 足利みなみ 足利

久保田和希子 足利みなみ 足利

　　 ２００７年度　KLS杯　栃木県選抜テニス選手権(ベテランダブルス) 　 08.1.27(日)県総合運動公園(10面)
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