
1 9月１１日(日)：運動公園コート：8面：男子女子 Aダブルス

8:30　＝ 男子女子Aダブルス：全員 　　

2

7：50　＝ 男子女子Bダブルス：全員 　　

3 9月19日(祝)：運動公園コート：16面：男子女子シングルス

7：50　＝ 男子シングルス：全員 　　

10:00　＝ 女子シングルス：全員 　　

4 10月2日(日)：運動公園コート：8面：ベテランダブルス　残り試合

8:30　＝ ベテランダブルス:全員

4 10月8日(土)：運動公園コート：8面：残り試合

5 10月16日(日)：運動公園コート：8面：ジュニアダブルス　残り試合

8：30 ＝ 全員陸上競技場前に集合。9：00より入場行進及び開会式に参加

※ 受付けは必ず二人揃って上記時間までにすませてください。時間は電波時計で

　確認しています。時間は厳格に行ないます（Ｗ．Ｏ．に注意してください）。

6 その他

予定変更の場合、ホームページに掲示します。

必ず、ご確認ください。なお、少々の雨では決行する予定です。

7 試合方法：　全て、セミ・アドバンテージ方式です。

Ａの部・Ｂの部

基本3組での6ゲームズプロセットマッチ(6-6・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)リーグ戦後

各リーグ1位でのトーナメント（男子Ａはリーグ戦になる場合もあります。）

順位トーナメントも行ないます。（進行よりでき場合もあります。）　

トーナメントは8ゲームズプロセットマッチ(8-8・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)　

決勝は、3セットマッチ(6-6・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)ファイナルはマッチタイブレーク

ベテランの部

基本3組での6ゲームズプロセットマッチ(6-6・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)リーグ戦後
各リーグ1位でのトーナメント

順位トーナメントも行ないます。（進行よりでき場合もあります。）　
　　　　　トーナメントは8ゲームズプロセットマッチ(8-8・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)
　シングルスの部：トーナメント　8ゲームズプロセットマッチ(8-8・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)

試合前の練習は、サービス8本としてください。

8 大会運営役員

9/11：(コート8面)：ふぇぶれす、競技　宮澤

9/18：(コート8面）：エースアカデミー、競技 岩本

9/19：(コート16面）：アレックス、競技 鈴木

10/2：(コート8面)：ジャルダン、競技　小竹

10/8：(コート8面)：ポプラクラブ、競技　福岡

10/16：(コート8面)：ロゼ、競技　小泉

雨天等で順延となった場合は、担当クラブの今回の運営は、中止となります。

第54回足利市民総合選手権テニス大会日程

9月18(日)：運動公園コート：8面：男子女子Bダブルス

ダブルスの付けは、必ず二人揃ってから行ってください。　一人では受け付けない。

2016年  足利テニス協会

雨天等で日程変更の場合は、HPでアップしますのでご確認お願いします。



A
氏名 クラブ名 1 2 3 順位

宮澤　保志 足利ローン
大和　秀行 足利ローン

柳　敏幸 足利ローン
金子　正二 足利ローン

砺波　哲也 チームU&T
遠藤　勝也 足利ローン

B
氏名 クラブ名 4 5 6 順位

鈴木　展明 足利ローン
小竹　俊行 ラヴ・オール

田村　憲一 足利ローン
久保田　桂輔 足利ローン

奥山　直大 足利ローン
河内　良太 足利ローン

C
氏名 クラブ名 7 8 9 順位

真尾　匠一 足利ローン
松村　智也 足利ローン

松葉　直樹 足利ローン
植竹　徹 足利ローン

田島　基豪 アキレス
田部井　究也 足利ローン

Ａ リーグ

Ｃ リーグ

Ｂ リーグ
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A
氏名 クラブ名 1 2 3 順位

市野沢　義行 みくりやＴＣ
遠藤　紀行 みくりやＴＣ

大久保達彦 足利ローン
三浦敦朗 足利ローン

粕川　幸司 ジャルダン
保田　寿 ジャルダン

B
氏名 クラブ名 4 5 6 順位

中島　洋一 ジャルダン
北林　優 ジャルダン

大芦　竜司 足利工業高校
尾崎　大海 足利工業高校

宮澤将信 足利ローン
小松原亮介 足利工業高校

C
氏名 クラブ名 7 8 9 順位

中島善夫 みくりやＴＣ
影山裕右 ラヴ・オール

橋本ひかる ラヴ・オール
去田巧 ラヴ・オール

宮坂　徹 サンデーTC
川島　正巳 サンデーTC

D
氏名 クラブ名 10 11 12 順位

福田健一 足利ローン
関　克之 足利ローン

倉上　豊治 足利みなみ
福永　司 足利みなみ

堀江　龍樹 足利工業高校
髙田　壱斗 足利工業高校
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E
氏名 クラブ名 13 14 15 順位

高際　達也 みくりやＴＣ
吉田　文彦 みくりやＴＣ

蓼沼　光夫 足利みなみ
久保田　一郎 足利みなみ

新里敏幸 足利ローン
小林竜太 足利ローン

F
氏名 クラブ名 16 17 18 順位

改田敬一 足利ローン
岡部昭男 足利ローン

野本雅彦 ふぇぶれす
久保田文一 足利ローン

加藤　忠克 足利みなみ
木南　延年 ラベンダー

G
氏名 クラブ名 19 20 21 順位

後藤　英美 アキレス
物江　洋一 アキレス

岡島　弘幸 ジャルダン
大竹　博文 ジャルダン

宮澤博文 足利ローン
松本梢梧 足利工業高校

H
氏名 クラブ名 22 23 24 順位

堀越　浩幸 みくりやＴＣ
田村　純一 みくりやＴＣ

菊地　廉 足利ローン
渡邉健吾 足利工業高校

家泉　亘行 ラベンダー
吉井　竹雄 ラベンダー
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第54回足利市民総合選手権テニス大会
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I
氏名 クラブ名 25 26 27 順位

井桁　修 みくりやＴＣ
影山　智久 みくりやＴＣ

柴崎　邦夫 みくりやＴＣ
ソンバット・スリヤチャン みくりやＴＣ

芹澤　千里 ジャルダン
酒井　広行 ジャルダン

J
氏名 クラブ名 28 29 30 順位

松下裕太 足利ローン
荒巻克明 足利ローン

入沢 伸年 足利グリーン
小野塚 隆 足利グリーン

室岡　勇人 みくりやＴＣ
堀越　基好 みくりやＴＣ

Ａ リーグ

C～J リーグ

C～J リーグ

C～J リーグ

C～J リーグ

C～J リーグ

C～J リーグ

C～J リーグ

C～J リーグ

Ｂ リーグ
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A
氏名 クラブ名 1 2 3 4 順位

赤坂　小百合 足利みなみ
石川　さよみ 足利みなみ

金子　晴美 足利みなみ
柊木　卓子 ラヴオール

小林　かほり 足利ローン
山口　奈津美 足利ローン

小高　直子 ラベンダー
小松原　博子 ラヴ・オール

B
氏名 クラブ名 5 6 7 8 順位

福岡　幸江 足利ローン
鈴木　貴子 ラヴ・オール

高沢　千恵子 足利みなみ
久保田　和希子 足利みなみ

安藤　緑 足利ローン
山根　孝子 足利ローン

阿部　加代子 足利みなみ
重松　千恵子 エースアカデミー

Ａ リーグ

Ｂ リーグ
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A
氏名 クラブ名 1 2 3 4 順位

斎藤　喜美子 ふぇぶれす
大谷　康子 足利みなみ

小泉　和恵 足利ローン
田島　章子 足利ローン

松本　桂子 足利みなみ
山口　千春 足利みなみ

遠藤　律子 足利みなみ
中三川　俊香 ポプラクラブ

B
氏名 クラブ名 5 6 7 8 順位

安藤　純子 足利ローン
山澤　美穂乃 足利ローン

藤田　恵子 足利みなみ
須田　秋子 足利みなみ

中村　須江 エースアカデミー

筒井　裕美 エースアカデミー

世取山　優美 足利みなみ
小林　優子 足利みなみ

C
氏名 クラブ名 9 10 11 順位

石関　奈津子 ふぇぶれす
小林　純子 ふぇぶれす

若山　理美 足利ローン
田巻　明日美 足利ローン

斉田　京子 足利みなみ
牛窪　まさ子 ポプラクラブ

D
氏名 クラブ名 12 13 14 順位

福田　喜代美 ラヴ・オール
和田　千絵 足利みなみ

福田　光江 ワンピース
倉上　和江 ワンピース

田村　京子 足利ローン
麦倉　与志子 足利みなみ
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Ａ リーグ

ＣＤ リーグ

ＣＤ リーグ

Ｂ リーグ

第54回足利市民総合選手権テニス大会
女子Ｂ 2016年9月18日
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ベテラン40

氏名 クラブ名 1 2 3 4 5 順位

松葉　直樹 足利ローン
宮澤　保志 足利ローン

鈴木　和彦 ラヴ・オール
柳　敏幸 足利ローン

真尾　匠一 足利ローン
田部井　究也 足利ローン

中島　善夫 みくりやＴＣ
田島　基豪 アキレス

福田　健一 足利ローン
久保田　文一 足利ローン

ベテラン50

A
氏名 クラブ名 1 2 3 4 順位

砺波　哲也 チームU&T
遠藤　勝也 足利ローン

中島　洋一 ジャルダン
北林　優 ジャルダン

倉上　豊治 足利みなみ
福永　司 足利みなみ

宮坂　徹 サンデーTC
川島　正巳 サンデーTC

B
氏名 クラブ名 5 6 7 8 順位

芹澤　千里 ジャルダン
酒井　広行 ジャルダン

岡島　弘幸 ジャルダン
大竹　博文 ジャルダン

入沢　伸年 足利グリーン
小野塚　隆 足利グリーン

大川　伊佐雄 サンデーTC
樋口　真司 サンデーTC
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ベテラン60

A
氏名 クラブ名 1 2 3 4 順位

斉藤　善久 スイートピーテニスクラブ

原　弘 スイートピーテニスクラブ

粕川　幸司 ジャルダン
保田　寿 ジャルダン

宮沢　利雄 足利ローン
福島　裕二 足利ローン

金子　孝一郎 チームU&T
清野　恭一 チームU&T

B
氏名 クラブ名 5 6 7 順位

山崎　良男 足利ローン
小野田　恵志郎 足利ローン

松本　敏夫 スイートピー
高木　康夫 スイートピー

荘司　和男 サンデーTC
木村　健嗣 サンデーTC

ﾍﾞﾃﾗﾝ50

ﾍﾞﾃﾗﾝ60
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ジュニア

氏名 クラブ名 1 2 3 4 5 順位

世取山　瑠泉 足利みなみ
方波見　由惟 足利みなみ

荒井　雄介 足利ジュニアテニスクラブ

大澤　俊介 足利ジュニアテニスクラブ

鈴木　凛 足利ジュニアテニスクラブ

山洞　乃埜佳　 足利ジュニアテニスクラブ

小林　侑楽 足利みなみ
植竹　美侑 足利みなみ

高沢　優太 足利みなみ
谷　聡太 足利みなみ

第５４回足利市民総合選手権テニス大会
2016年10月16日
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足利ローン

堀江　龍樹 足利工業高校 33 73 尾崎　大海 足利工業高校

菊地　武夫 アレックス 28 68 宮澤　将信

みくりやＴＣ

去田　巧 ラヴオール

田村　純一

みくりやＴＣ

吉井　竹雄 ラベンダー 23 63

市野沢　義行 みくりやＴＣ

北林　優 ジャルダン 18 58

新里　敏幸 足利ローン 3 43

昼岡　昇 スイートピーテニスクラブ 39 79 田島　基豪 アキレス

32 72

77

足利工業高校

松村　幸也

足利ローン 11

小松原　亮介

宮澤　保志

29 69 川島　正巳

田部井　究也

関　克之

サンデーTC

BYE

福永　司 足利みなみ

チームU&T

足利ローン

大屋　成之

改田　敬一

田村　憲一 足利ローン

平塚　忠 ラヴオール 27 67

吉田　文彦 みくりやＴＣ原　健一 スイートピーテニスクラブ

保田　寿 ジャルダン

今村　正芳 スイートピーテニスクラブ 13 53

チームU&T 24

51

14 54

64

74 大芦　竜司

22 62 原　弘

70

浦部　忠久

スイートピーテニスクラブ

倉上　豊治 足利みなみ 19 59

第54回足利市民総合選手権テニス大会
男子ｼﾝｸﾞﾙｽトーナメント

大和　秀行 足利ローン 1 41 石川　祥

2016年9月19日

足利ローン

影山　裕右 ラヴオール 4 44 後藤　英美 アキレス

福田　健一 足利ローン 5 堀越　基好 みくりやＴＣ45

石田　良夫 足利ローン 6 46 遠藤　紀行 みくりやＴＣ

小島　繁幸 足利ローン 8

47

真尾　匠一 足利ローン

岡崎　宙明 SEC 7 戸田　真弘 アキレス

48

斉藤　善久 スイートピーテニスクラブ50

49

芹澤　千里 ジャルダン 10

植竹　徹 足利ローン 12

みくりやＴＣ

高際　達也 みくりやＴＣ 15 尾内　千紘 足利ローン55

新井　隆 サンデーTC 16 56 髙田　壱斗 足利工業高校

久保田　桂輔 足利ローン 17 野本　雅彦 ふぇぶれす57

松葉　直樹 足利ローン 20 60 中島　善夫

サンデーTC

藤倉　俊一 ラヴオール 21 61

砺波　哲也

足利ローン

山崎　良男 足利ローン

ソンバット・スリヤチャン みくりやＴＣ 25 65 大川　伊佐雄

34

ラヴオール

久保田　文一 足利ローン 26 井桁　修 みくりやＴＣ66

71

新井　祐介 足利ローン 35

河内　良太 足利ローン 30

足利工業高校

サンデーTC 36 スイートピーテニスクラブ

75

小松原　富茂次 サンデーTC 31

渡辺　宙之

BYE

80

76

足利ローン 38 78

足利ローン 37

松村　智也 足利ローン小竹　俊行

小林　竜太 大竹　博文 ジャルダン

ラヴ・オール 40

9BYE BYE

ジャルダン小島　恒巳 永松　昭仁

宮坂　徹 サンデーTC 2 42

鈴木　和彦

BYE

BYE

福島　裕二 足利ローン

足利ローン

52



福岡　幸江 足利ローン

平山　和美 足利ローン

中三川　俊香 ポプラクラブ

山口　奈津美 足利ローン

昼岡　久美子 スイートピーテニスクラブ

堀　菜月 足利ローン

星野　ますみ 足利ローン

金子　晴美 足利みなみ

小松原  博子 ラヴオール

坪井　友美 足利ローン

小林　美佐子 スイートピーテニスクラブ

1

2

第54回足利市民総合選手権テニス大会

小林　かほり 足利ローン
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女子ｼﾝｸﾞﾙｽトーナメント　　　　　　　 2016年9月19日
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