
第４４回（２０１６年）

両毛地区テニス大会
１０月２３日（日）一般男子シングルス予選

１０月３０日（日）一般男子女子ダブルス

１１月　３日（祭）ベテラン男子女子シングルス

　　　　　　　　　一般男子シングルス予選残り試合

１１月１３日（日）一般男子シングルス本戦

　　　　　　　　　一般男子シングルス予選残り試合

１１月１９日（土）ベテラン男子女子ダブルス

                 ベテラン男子女子シングルス残り試合

１１月２０日（日）一般女子シングルス

１１月２３日（祭）一般準決勝・決勝

　　　　　　　　　一般男女シングルス・ダブルス残り試合

１１月２７日（日）予備日

１２月  ４日（日）予備日

大会役員
大会会長

　        荘司和男
競技委員長

        　宮澤保志
競技委員
　
                  小竹俊行  岩本みどり  鈴木和彦

                  福岡幸江  小泉和恵  峰岸麻美
レフリー

    　    新井隆
アシスタントレフリー
　
                  岩本みどり  石川さよみ  中島洋一

                  堀越定男  山澤美穂乃  今忠勝

                  阿部加代子  金子晴美  松下裕太
 

主催 足利市 

   足利テニス協会 

後援 足利市教育委員会 

   足利市体育協会 

公認 栃木県テニス協会 



10月23日(日) 一般男子シングルス予選

役員は７：１５集合

10月30日(日) 一般男子女子ダブルス

役員は７：１５集合

ベテラン男子女子シングルス・一般男子シングルス予選残り試合

役員は７：１５集合

試合進行予定表

 男子35歳・45歳　女子45歳

※決勝まで

福岡（競技運営）

運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

コートNo.１～16

受付締切時間

8時00分集合

11月3日(祭)

12時00分集合

スイートピー

コート 足利市総合運動場テニスコート 16面

コート

運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

8時00分集合

当日、天候不良であっても各会場へ出向いてください。多少の雨の場合は試合を行う場合があります。

日没まで試合を行ないます。空欄の時間も日没による当日の試合終了の連絡があるまで会場を離れないでください。

試合進行により、ナイターになる場合もあります。

また、電話での問い合わせにはお答えしませんので十分注意してください。

小竹（競技運営）

定刻までにご集合ください。

足利市総合運動場テニスコート 16面

※決定戦まで行う予定です。

コートNo.１～16

足利ローン

 一般男子シングル予選　Ａ～Pブロック
12時集合  一般男子シングル予選　Q～Zブロック

受付締切時間

コート 足利市総合運動場テニスコート 16面

鈴木（競技運営）

8時00分集合  一般男子ダブルス全員

サンデー
運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

コートNo.１～16

10時00分集合  一般女子ダブルス（１R選手）
11時00分集合  一般女子ダブルス（２R選手）

受付締切時間

※準々決勝まで

 男子40歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳



11月13日(日) 一般男子シングルス本戦・一般男子シングルス予選残り試合

11月19日(土) ベテラン男子・女子ダブルス

11月２０日(日) 一般女子シングルス

9時30分集合

コートNo.１～８

足利ローン

受付締切時間

8時00分集合

宮澤（競技運営）

 一般男子NO,33～NO,64まで選手

※準々決勝まで

コート

 一般男子NO,1～NO,32まで選手  ラッキールーザー受付

足利市総合運動場テニスコート 16面

運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

小泉（競技運営）

足利市総合運動場テニスコート 8面

役員は７：１５集合

受付締切時間

コート

試合進行予定表
当日、天候不良であっても各会場へ出向いてください。多少の雨の場合は試合を行う場合があります。

定刻までにご集合ください。

運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

役員は７：４５集合

コートNo.1～16

ラブ・オール

8時30分集合  ベテラン男子・女子ダブルス全員

※決勝まで

 一般女子シングルス全員８時30分集合

コート 足利市総合運動場テニスコート 8面

峰岸(競技運営）

アキレス

運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

コートNo.1～8

受付締切時間

また、電話での問い合わせにはお答えしませんので十分注意してください。

日没まで試合を行ないます。空欄の時間も日没による当日の試合終了の連絡があるまで会場を離れないでください。

試合進行により、ナイターになる場合もあります。

役員は７：４５集合

※準々決勝まで



一般男子・女子準決・決勝

岩本（競技運営）

予備日、11月27日（日）、12月4日（日）

11月23日(祭)

９時集合

受付締切時間

コート

足利グリーン

運営クラブは専任（最低1名）を含む3名でお願いします

足利市総合運動場テニスコート 16面

コートNo.１～16

役員は８：１５集合

 男子・女子全員集合

定刻までにご集合ください。

また、電話での問い合わせにはお答えしませんので十分注意してください。

当日、天候不良であっても各会場へ出向いてください。多少の雨の場合は試合を行う場合があります。

日没まで試合を行ないます。空欄の時間も日没による当日の試合終了の連絡があるまで会場を離れないでください。

試合進行により、ナイターになる場合もあります。

試合進行予定表



足利テニス協会
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第44回  両毛テニス大会　　（女子シングルス本戦） 　平成28年11月20日(日) 23日（祭）

27

アイボさくら

30

足利ローン

ＶＯＸ



足利テニス協会
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栃木県テニス協会
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Q
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Q
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Q
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Q
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A1

松村　智也 吉田　俊哉 黒崎　大哉 順位

1 松村　智也 足利ローン

2 吉田　俊哉 自治医科大学

3 黒崎　大哉 フリー

A2

中島　善夫 永松　昭仁 大芦　竜司 順位

4 中島　善夫 みくりやＴＣ

5 永松　昭仁 ジャルダン

6 大芦　竜司 足利工業高校

B1

奥山　直大 野本　雅彦 芳川　浩一 順位

7 奥山　直大 足利ローン

8 野本　雅彦 ふぇぶれす

9 芳川　浩一 Team HOWDY

B2

大川　伊佐雄 江口　蛍太 舘野　颯真 順位

10 大川　伊佐雄 サンデー

11 江口　蛍太 帝京大学

12 舘野　颯真 栃木翔南高校

足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)



足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)

C1

藤田　弘幸 小林　亨 堀越　基好 順位

13 藤田　弘幸 宇都宮テニスクラブ

14 小林　亨 ふぇぶれす

15 堀越　基好 みくりやＴＣ

C2

井桁　修 野原　真拓 薊　孝佳 順位

16 井桁　修 みくりやＴＣ

17 野原　真拓 栃木翔南高校

18 薊　孝佳 team薊

D1

齋藤　聡 福島　裕二 荒井 龍彦 順位

19 齋藤　聡 ラヴ・オール

20 福島　裕二 足利ローン

21 荒井 龍彦 アイボさくら

D2

茂木　彰洋 齊藤　豊人 杉澤　昂輝 順位

22 茂木　彰洋 team薊

23 齊藤　豊人 新潟原動機

24 杉澤　昂輝 帝京大学



足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)

E1

柏崎　秀明 平野　豪 市野沢　義行 順位

25 柏崎　秀明 リバーテニススクール

26 平野　豪 島テニ

27 市野沢　義行 みくりやＴＣ

E2

生藤　一也 尾沼　正隆 樺島　薫 順位

28 生藤　一也 ブル‐ロ-ズ

29 尾沼　正隆 ふぇぶれす

30 樺島　薫 栃木翔南高校

F1

河内　良太 草野　修平 鴨志田　星弥 順位

31 河内　良太 足利ローン

32 草野　修平 フリー

33 鴨志田　星弥 新潟原動機

F2

米川　実 小岩　舞星 田村　純一 順位

34 米川　実 チーム坂本

35 小岩　舞星 栃木翔南高校

36 田村　純一 みくりやＴＣ



足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)

G1

佐藤　慎矢 吉田　幸希 堀江　龍樹 順位

37 佐藤　慎矢 クロスポイント

38 吉田　幸希 新潟原動機

39 堀江　龍樹 足利工業高校

G2

大関　龍 秋吉　司 倉上　豊治 順位

40 大関　龍 小山北桜高校テニス部

41 秋吉　司 みくりやＴＣ

42 倉上　豊治 足利みなみ

H1

植竹　徹 遠藤　紀行 阿部　泰雅 順位

43 植竹　徹 足利ローン

44 遠藤　紀行 みくりやＴＣ

45 阿部　泰雅 栃木翔南高校

H2

室岡　勇人 谷津　凱斗 住吉　晃 順位

46 室岡　勇人 みくりやＴＣ

47 谷津　凱斗 山辺中学校

48 住吉　晃 ふぇぶれす



足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)

I1

小竹　俊行 柴崎　邦夫 久保田　文一 順位

49 小竹　俊行 ラヴ・オール

50 柴崎　邦夫 みくりやＴＣ

51 久保田　文一 足利ローン

I2

奈良部　圭亮 御厨　太祐 髙村　英俊 順位

52 奈良部　圭亮 栃木翔南高校

53 御厨　太祐 太田クラブ

54 髙村　英俊 Hinata

J1

荻谷　健人 松橋　桂一郎 吉田　文彦 順位

55 荻谷　健人 サンテニス

56 松橋　桂一郎 ふぇぶれす

57 吉田　文彦 みくりやＴＣ

J2

高際　達也 吉井　竹雄 田嶋　光央 順位

58 高際　達也 みくりやＴＣ

59 吉井　竹雄 ラベンダー

60 田嶋　光央 館林ローンテニスクラブ



足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)

K1

小峯　千幸 粕川　幸司 改田　敬一 順位

61 小峯　千幸 moat

62 粕川　幸司 ジャルダン

63 改田　敬一 足利ローン

K2

坪井　一史 髙田　壱斗 影山　裕右 順位

64 坪井　一史 dream

65 髙田　壱斗 足利工業高校

66 影山　裕右 ラヴ・オール

L1

川島　大夢 近藤　学 尾内　千紘 順位

67 川島　大夢 キリウ

68 近藤　学 ビッグサーズデイ

69 尾内　千紘 足利ローン

L2

渡邉　健吾 小島　繁幸 北林　優 順位

70 渡邉　健吾 足利工業高校

71 小島　繁幸 足利ローン

72 北林　優 ジャルダン



足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)

M1

荘　隆俊 長　伯 岩木　玲偉 順位

73 荘　隆俊 新田テニスクラブ

74 長　伯 リバーテニススクール

75 岩木　玲偉 栃木翔南高校

M2

保田　寿 小暮　真弘 大橋　良矩 順位

76 保田　寿 ジャルダン

77 小暮　真弘 team薊

78 大橋　良矩 リバーテニススクール

N1

吉井 克友 新井　祐介 栗原　浩一 順位

79 吉井 克友 ＩＴＴ

80 新井　祐介 足利ローン

81 栗原　浩一 太田クラブ

N2

石田　良夫 斎藤　瑞樹 柳田　一真 順位

82 石田　良夫 足利ローン

83 斎藤　瑞樹 栃木翔南高校

84 柳田　一真 フリー



足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)

O1

小堀　栄行 小島　恒巳 高松　寛行 順位

85 小堀　栄行 アイボさくら

86 小島　恒巳 足利ローン

87 高松　寛行 サルトビ

O2

山崎　良男 後藤　英美 高畑　寛樹 順位

88 山崎　良男 足利ローン

89 後藤　英美 アキレス

90 高畑　寛樹 自治医科大学

P1

菊地　直行 福島　寛貴 菊地　武夫 順位

91 菊地　直行 アイボさくら

92 福島　寛貴 栃木翔南高校

93 菊地　武夫 アレックス

P2

去田　巧 尾崎　大海 高橋　正大 順位

94 去田　巧 ラヴ・オール

95 尾崎　大海 足利工業高校

96 高橋　正大 フリー



足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)

Q1

田村　憲一 高橋　知也 富田　悟郎 順位

97 田村　憲一 足利ローン

98 高橋　知也 栃木翔南高校

99 富田　悟郎 ラヴ・オール

Q2

赤羽　洋毅 佐藤　巧 持田　聡 順位

100 赤羽　洋毅 帝京大学

101 佐藤　巧 HONDA T.C

102 持田　聡 P.J.D

R1

田部谷　正和 高田　健司 岸　卓也 順位

103 田部谷　正和 Ｇ’max

104 高田　健司 ぐんま

105 岸　卓也 エンデバー

R2

時任　朋也 田部井　究也 小松原　亮介 順位

106 時任　朋也 新潟原動機

107 田部井　究也 足利ローン

108 小松原　亮介 足利工業高校



足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)

S1

岡崎　宙明 坂入　元基 増田　治政 順位

109 岡崎　宙明 SEC

110 坂入　元基 リバーテニススクール

111 増田　治政 ふぇぶれす

S2

北田　正樹 渡辺　清 吉井 大揮 順位

112 北田　正樹 ぐんま

113 渡辺　清 島テニ

114 吉井 大揮 ＩＴＴ

T1

山口　勝 與那覇政弥 大柿　健一 順位

115 山口　勝 アズリーダ

116 與那覇政弥 帝京大学

117 大柿　健一 ビックツリー

T2

小松原　富茂
次

塩原　祥平 樋口　潤 順位

118 小松原　富茂次 サンデー

119 塩原　祥平 team薊

120 樋口　潤 Dｰstaff 



足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)

U1

関根　和彦 綾目　徹也 杉田　恭平 順位

121 関根　和彦 ビッグサーズデイ

122 綾目　徹也 レモンティー

123 杉田　恭平 島テニ

U2

松本　拓巳 芹澤　千里 川又　俊郎 順位

124 松本　拓巳 ぐんま

125 芹澤　千里 ジャルダン

126 川又　俊郎 宇都宮ｔｃ

V1

前原　孝雄 篠崎　海斗 渡辺　宙之 順位

127 前原　孝雄 ふぇぶれす

128 篠崎　海斗 栃木翔南高校

129 渡辺　宙之 サンデー

V2

小島　一輝 手塚　修 宮坂　徹 順位

130 小島　一輝 栃木翔南高校

131 手塚　修 館林ローンテニスクラブ

132 宮坂　徹 サンデー



足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)

W1

杉山　正博 菊地　範芳 青島　冬樹 順位

133 杉山　正博 P.J.D

134 菊地　範芳 ふぇぶれす

135 青島　冬樹 新田クラブ

W2

赤羽　輝夫 山下　隼 田村　和一 順位

136 赤羽　輝夫 フリー

137 山下　隼 サルトビ

138 田村　和一 ぐんま

X1

小畑　紀之 大纏　仁 鈴木　和彦 順位

139 小畑　紀之 ダブルベーグル

140 大纏　仁 HONDA　T.C.

141 鈴木　和彦 ラヴ・オール

X2

柴田　三千夫 奥山　敬一郎 田島　基豪 順位

142 柴田　三千夫 足利ローン

143 奥山　敬一郎 エンデバーTC

144 田島　基豪 アキレス



足利テニス協会

第44回  両毛テニス大会　（男子シングルス予選）　平成28年10月23日(日)

Y1

高久　典昭 川島　正巳 山川　匡 順位

145 高久　典昭 サンテニス

146 川島　正巳 サンデー

147 山川　匡 島テニ

Y2

松本　梢梧 大竹　博文 石塚　睦 順位

148 松本　梢梧 足利工業高校

149 大竹　博文 ジャルダン

150 石塚　睦 RACO

Z1

相馬　将紀 丹羽　孝明 菊島　基博 順位

151 相馬　将紀 ビッグツリー

152 丹羽　孝明 チームU&T

153 菊島　基博 サンデー

Z2

岡部　昭男 栗原　兼六 土屋　晃太 順位

154 岡部　昭男 足利ローン

155 栗原　兼六 ブル‐ロ-ズ

156 土屋　晃太 ビッグツリー



足利テニス協会

小川　誠 FTS 山本　八聖 HONDA T.C
小竹　俊行 ラヴ・オール 両角　賢一郎 HONDA T.C

相馬　将紀 ビッグツリー BYE
土屋　晃太 ビッグツリー

栗原　浩一 太田クラブ 大久保　達彦 足利ローン
岡崎　宙明 ＳＥＣ 三浦　敦朗 足利ローン

渡邉　健吾 足利工業高校 高際　達也 みくりやＴＣ
松本　梢梧 足利工業高校 堀越　基好 みくりやＴＣ

小林　慎康 リベロ 鈴木　芳人 ウィンディ
北澤　誓次 リベロ 江上　貴史 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ

佐藤　達矢 キリウ 小林　竜太 足利ローン
岡田　健二 キリウ 柳田　一真 フリー

吉川　典男 ウィンディ 高田　和男 ふぇぶれす
藤澤　義仁 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ 菊地　廣光 ふぇぶれす

小島　繁幸 足利ローン 渋谷　一平 キマグー
新井　祐介 足利ローン 海老沼　悟志 キマグー

中島　洋一 ジャルダン 石田　裕也 NAO
北林　優 ジャルダン 益子　将 NAO

鈴木　和彦 ラヴ・オール 倉上　豊治 足利みなみ
田嶋　光央 館林ローン 福永　司 足利みなみ

BYE BYE
BYE

歌川　寛得 ビッグツリー 奥山　直大 足利ローン
高山　禎唯 ビッグツリー 河内　良太 足利ローン

田村　憲一 足利ローン 関野　将司 佐野サンライズ

松村　智也 足利ローン 渡邊　成児 佐野サンライズ

BYE BYE

薊　孝佳 team薊 大月　広成 アレックス
茂木　彰洋 team薊 石川　大輔 アレックス

湯原　正籍 サンテニス 関　宏隆 ローズＴＧ
大島　義宏 サンテニス 鈴木　展明 足利ローン

宮澤　博文 足利ローン 深野　仁史 mcc
小松原　亮介 足利工業高校 岩崎　三智男 mcc

千保木　健一 みくりやＴＣ 畔上　昌彦 ふぇぶれす
堀越　浩幸 みくりやＴＣ 北風　佑貴 ふぇぶれす

笠倉　一寿 dream 御厨　大祐 太田クラブ
坪井　一史 dream 松下　裕太 足利ローン

石濱　一輝 レモンティー 梅津　京 ＣＴＣ
鈴木　健二 レモンティー 多部田　丈予 ＣＴＣ

斎藤　統一 サンデー 手塚　貴寿 RIZU
飯田　隆 フリー 藤田　弘幸 宇都宮テニスクラブ

江田　真一 足利グリーン 岡田　遥平 レモンティー
柴宮　和弘 足利グリーン 荒井　哲也 レモンティー

BYE 田島　基豪 アキレス
田部井　究也 足利ローン

松葉　直樹 足利ローン 石塚　智也 NAO
植竹　徹 足利ローン 升田　貴之 ITC

第44回  両毛テニス大会　　（男子ダブルス本戦） 　平成28年10月30日(日) 11月23日（祭）
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足利テニス協会

石川　祥 栃木銀行 宮澤　保志 足利ローン
加藤　貴哉 鹿沼市役所 大和　秀行 足利ローン

小暮　真弘 team薊 BYE
田村　侑樹 team薊

改田　敬一 足利ローン 塩原　祥平 team薊
岡部　昭男 足利ローン 金井　亮太 team薊

大芦　竜司 足利工業高校 江口　蛍太 帝京大学
堀江　龍樹 足利工業高校 杉澤　昂輝 帝京大学

菊地　武夫 アレックス 太田　英樹 クロスポイント

関谷　敬三 アレックス 渡邊　隆典 ＲＩＺＵ

小泉　修 NAO 石田　良夫 足利ローン
佐藤　範敬 NAO 小島　登志司 ジャルダン

柳　敏幸 足利ローン 綾目　徹也 レモンティー
金子　正二 足利ローン 北澤　良 レモンティー

渡邊　貴之 ﾁｰﾑ　ﾌｧﾙｺﾝ 松本　海春 いずみクラブ
渡邊　和彦 ﾁｰﾑ　ﾌｧﾙｺﾝ 兵藤　保彦 いずみクラブ

齋藤　聡 ラヴ・オール 菊島　基博 サンデー
坂原　学 足利ローン 柏瀬　幸夫 フリー

谷崎　悠真 キマグー 吉田　文彦 みくりやＴＣ
米山　裕弥 キマグー 市野沢　義行 みくりやＴＣ

BYE BYE

丸田　昇平 team薊 真尾　匠一 足利ローン
山田　崇史 team薊 戸田　真弘 アキレス

岩渕　光生 Ｈ Ｉ Ｔ 小峯　千幸 moat
藤澤　柾輝 Ｈ Ｉ Ｔ 附田　昌大 moat

BYE BYE

佐藤　慎矢 クロスポイント 柴崎　邦夫 みくりやＴＣ
三橋　航 クロスポイント 井桁　修 みくりやＴＣ

芹澤　千里 ジャルダン 室岡　勇人 みくりやＴＣ
酒井　広行 ジャルダン 田村　純一 みくりやＴＣ

榎本　一太 館林ローンテニスクラブ 石塚　義成 ＹＡＺＩＥＳ
金子　剛 館林ローンテニスクラブ 田島　孝悟 佐野サンライズ

野本　雅彦 ふぇぶれす 正田　友則 ビッグサーズデイ

久保田　文一 足利ローン 笠原　空也 REDWOOD

高畑　寛樹 自治医科大学 丹羽　孝明 チームＵ＆Ｔ
森　寛之 自治医科大学 秋吉　司 みくりやＴＣ

與那覇　政弥 帝京大学 中島　善夫 みくりやＴＣ
芳川　浩一 Team HOWDY 影山　裕右 ラヴオール

藤倉　俊一 ラヴ・オール 髙田　壱斗 足利工業高校

近藤　敬介 ラヴ・オール 尾崎　大海 足利工業高校

蓼沼　光夫 足利みなみ 戸松　博 ＳＢＴＣ
久保田　一郎 足利みなみ 朝倉　規雄 ＳＢＴＣ

BYE 福田　健一 足利ローン
関　克之 足利ローン

山下　隼 サルトビ 福田　諒平 HIT
志賀　路朗 サルトビ 益田　敬明 double nine
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足利テニス協会

深澤　るみ子 ラフィエスタ 益子　きく子 ミッキー
齋藤　敦子 amigoT.C 滝川　君代 クールライフスポーツ

高澤　千恵子 足利みなみ 小松原　博子 ラヴ・オール
久保田　和希子 足利みなみ 渡辺　智栄 SMILE

大関　和代 クロスポイント 正田　和子 笠懸クラブ
小高　直子 ラベンダー 園田　恵子 笠懸クラブ

小林　かほり 足利ローン 椎名　若枝 太田レディース
坪井　友美 足利ローン 生藤　美穂子 沼田グリーン

丸岡　和子 太田レディース 小野　由美子 ＢＵＲＪ
加賀谷　英子 太田レディース 岡本　恵子 ＡＣＥ！

藤田　直美 amigoT.C 大島　文子 昭和電工マスターズ

梅津　華 amigoT.C 飯島　正子 コマツレディース

市川　泰世 RIZU 高島　伸枝 KTC
増田　紀子 足利ローン 磯部　みよ子 TEAM SWAY

石川　博子 東太田テニスクラブ 安藤　純子 足利ローン
羽賀　直美 東太田テニスクラブ 山澤　美穂乃 足利ローン

高橋　佐都美 太田レディース 赤穂　久美子 エンデバー
松島　由美子 スマッシュ 鍵山　博子 ユニティ

藤澤　真由美 キリウ 佐藤　淳子 ＢＵＲＪ
吉田　理沙 １５ＴＩ 國分　文子 ＢＵＲＪ

遠藤　律子　 足利みなみ 峰岸　麻美 足利ローン
中三川　俊香 ポプラ 山口　奈津美 足利ローン

佐藤　美枝子 ﾌｫｰﾙｰﾄ 沖田　恵子 RIZU
落合　真由美 UITC 大谷　三枝 大田原レオ

佐藤　千恵子 エンデバー 松本　恭子 クロスポイント
稲川　紀子 KGTC 磯貝　美恵子 クロスポイント

茂木　佳二代 太田レディース 白石　静代 BURJ
中島　みどり 太田レディース 山﨑　美奈子 ﾀﾑﾗﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ

梅原　久代 SPD 山口　景子 キリウ
星野　ますみ 足利ローン 大塚　裕子 キリウ

大澤　智子 サンク 阿部　加代子 足利みなみ
永澤　木の実 太田レディース 小林　美佐子 スイートピー

森川　由美子 ピーク 川村　優華 太田レディース
川本　沙里衣 足利ローン 佐藤　多恵子 太田レディース

大竹　訓子 沼田グリーン 市川　敦子 みかも山GTC
若林　綾乃 太田クラブ 福井　寿美子 みかも山GTC

手塚　和子 RIZU 赤坂　小百合 足利みなみ
渡邊　千鶴 RIZU 石川　さよみ 足利みなみ

遠藤　ひとみ moat 坂場　紋子 太田レディース
今井　真菜 サルトビ 富宇賀　正江 太田レディース

重松　千恵子 エースアカデミー 金子　晴美 足利みなみ
岸　喜世子 EVOLUTION 柊木　卓子 ＫＴＣ

中川　尚子 サンテニス 小嶋　栄美 RIZU
大島　文子 サンテニス 鈴木　満里子 RIZU

宮　幸子 amigoT.C 中山　由美子 館林ローンテニスクラブ

高橋　紗佳 amigoT.C 横山　容子 館林ローンテニスクラブ

福岡　幸江 足利ローン 菅野　喜久江 RIZU
鈴木　貴子 ラヴ・オール 藤田　元 みはらレディース
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足利テニス協会

女子45歳シングルス

A

磯貝　美恵子 藤澤　真由美 川村　優華 加藤　理子 順位

1 磯貝　美恵子 クロスポイント

2 藤澤　真由美 キリウ

3 川村　優華 太田レディース

4 加藤　理子 太田レディース

B

齋藤　敦子 福岡　幸江 佐藤　多恵子 大塚　綾子 順位

5 齋藤　敦子 amigoT.C

6 福岡　幸江 足利ローン

7 佐藤　多恵子 太田レディース

8 大塚　綾子 RIZU

第44回  両毛テニス大会　　（女子ベテランシングルス） 　平成28年11月3日(祭)
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Ｂ



男子35歳シングルス

林　孝 沼子　敏久 奥山　敬一郎 順位

1 林　孝 (爆)TC

2 沼子　敏久 クロスポイント

3 奥山　敬一郎 エンデバーTC

男子40歳シングルス

太田　英樹 中根　政範 青島　冬樹 大和　秀行 小堀　栄行 根岸　功一 順位

1 太田　英樹 クロスポイント

2 中根　政範 サンデー

3 青島　冬樹 新田クラブ

4 小堀　栄行 アイボさくら

5 大和　秀行 足利ローン

6 根岸　功一 フリー

男子45歳シングルス

小野　裕司 梅津　京 中島　善夫 吉沢　勉 順位

1 小野　裕司 栃木県テニス協会

2 梅津　京 ＣＴＣ

3 中島　善夫 みくりやＴＣ

4 吉沢　勉 ＫＴＲ

第44回  両毛テニス大会　　（男子ベテランシングルス） 　平成28年11月3日(祭)



足利テニス協会

男子50歳シングルス
Ａ

落合　聡 斎藤　光二 境　　春彦 栗原　兼六 順位

1 落合　聡 サンテニス

2 斎藤　光二 ＨＯＮＤＡ　Ｔ・Ｃ

3 境　　春彦 フリー

4 栗原　兼六 ブル‐ロ-ズ

Ｂ

関根　好克 栗原　浩一 宮坂　徹 大橋　正人 順位

5 関根　好克 ローズＴＧ

6 栗原　浩一 太田クラブ

7 宮坂　徹 サンデー

8 大橋　正人 KTC

C

金山　道生 遠藤　勝也 田嶋　光央 大石　悟 順位

9 金山　道生 HONDA TC

10 遠藤　勝也 足利ローン

11 田嶋　光央 館林ローンテニスクラブ

12 大石　悟 東芝那須

D

金子　幸男 大竹　博文 池田　和隆 真尾　匠一 順位

13 金子　幸男 佐野サンライズ

14 大竹　博文 ジャルダン

15 池田　和隆 KTC

16 真尾　匠一 足利ローン
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足利テニス協会

男子55歳シングルス
Ａ

谷本　英雄 縫田　邦彦 新井　直人 山崎　忠 順位

1 谷本　英雄 チームU&T

2 縫田　邦彦 足利みなみ

3 新井　直人 尾島テニスクラブ

4 山崎　忠 サトウGTC

Ｂ

砺波　哲也 菊地　武夫 山田　孝司 大川　伊佐雄 順位

5 砺波　哲也 チームU&T

6 菊地　武夫 アレックス

7 山田　孝司 佐野サンライズ

8 大川　伊佐雄 サンデー

C

芹澤　千里 米川　実 関口　吉弘 南家　芳樹 順位

9 芹澤　千里 ジャルダン

10 米川　実 チーム坂本

11 関口　吉弘 クロスポイント

12 南家　芳樹 大泉ナベテニスクラブ

D

北林　優 三鍋　晴夫 永松　　昭仁 和気　勝利 順位

13 北林　優 ジャルダン

14 三鍋　晴夫 KTC

15 永松　　昭仁 ジャルダン

16 和気　勝利 黒磯ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
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足利テニス協会
男子60歳シングルス

Ａ

秋山　康夫 保田　寿 小島　恒巳 川又　俊郎 順位

1 秋山　康夫 見川フリーT.C.

2 保田　寿 ジャルダン

3 小島　恒巳 足利ローン

4 川又　俊郎 宇都宮ｔｃ

Ｂ

高田　治之 石田　良夫 田代　雅一 和田　充 順位

5 高田　治之 アドバンTC

6 石田　良夫 足利ローン

7 田代　雅一 黒磯ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

8 和田　充 大泉ナベテニスクラブ

C

粕川　幸司 神山　好弘 秋庭　啓次 石塚　睦 順位

9 粕川　幸司 ジャルダン

10 神山　好弘 キリウ

11 秋庭　啓次 ｴﾝｾﾞﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

12 石塚　睦 RACO

D

浦部　忠久 福島　裕二 村上　郁夫 順位

13 浦部　忠久 チームU&T

14 福島　裕二 足利ローン

15 村上　郁夫 那須高久ヒルズTC

E

人見　正二 谷島　健司 木村　健嗣 順位

16 人見　正二 ラフェスタ

17 谷島　健司 オルウェイズ

18 木村　健嗣 サンデー

2

3
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足利テニス協会

男子65歳シングルス
Ａ

山崎　良男 川上　治之 岡村　延重 原　健一 順位

1 山崎　良男 足利ローン

2 川上　治之 クロスポイント

3 岡村　延重 ラベンダー

4 原　健一 東太田テニスクラブ

Ｂ

柴田　三千夫 片岡　貢 清水　忠男 飯塚　守 順位

5 柴田　三千夫 足利ローン

6 片岡　貢 那須高久ヒルズTC

7 清水　忠男 サーブ

8 飯塚　守 クロスポイント

男子70歳シングルス
Ａ

青柳　正敏 開発　昭男 松本　敏夫 順位

1 青柳　正敏 アイボさくら

2 開発　昭男 那須高久ヒルズTC

3 松本　敏夫 スイートピー

第44回  両毛テニス大会　　（男子ベテランシングルス） 　平成28年11月3日(祭)
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足利テニス協会

ベテラン40

氏名 クラブ名 1 2 3 4 順位

福岡　幸江 足利ローン
鈴木　貴子 ラヴ・オール

山口　景子 キリウ
大塚　裕子 キリウ

町田　明美 太田レディース
小川　順子 太田レディース

加藤　理子 太田レディース
川村　優華 太田レディース

ベテラン５５

氏名 クラブ名 1 2 3 4 5 順位

阿部　加代子 足利みなみ
小林　美佐子 スイートピー

松本　桂子 足利みなみ
山口　千春 足利みなみ

正田　和子 笠懸クラブ
園田　恵子 笠懸クラブ

高澤　千恵子 足利みなみ
久保田　和希子 足利みなみ

永澤　木の実 太田レディース
坂場　紋子 太田レディース
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第44回  両毛テニス大会（男子ベテランダブルス）平成28年11月19日(土)

足利テニス協会

男子35歳ダブルス

氏名 クラブ名 1 2 3 4 順位

植竹　徹 足利ローン
戸田　真弘 アキレス

久保田　文一 足利ローン
渡辺　泰生 足利ローン

小島　繁幸 足利ローン
青島　冬樹 新田クラブ

林　孝 (爆)TC
日向野　貴 SWAY

男子40歳ダブルス

氏名 クラブ名 1 2 3 順位

大和　秀行 足利ローン
小竹　俊行 ラヴ・オール

境　　春彦 フリー
根岸　功一 フリー

柳　敏幸 足利ローン
金子　正二 足利ローン

男子４５歳ダブルス

氏名 クラブ名 1 2 3 4 5 6 順位

松葉　直樹 足利ローン
宮澤　保志 足利ローン

梅津　京 ＣＴＣ
大貫　潤 でこや

渡邊　貴之 ﾁｰﾑ　ﾌｧﾙｺﾝ

渡邊　和彦 ﾁｰﾑ　ﾌｧﾙｺﾝ

柴崎　邦夫 みくりやＴＣ
吉田　文彦 みくりやＴＣ

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
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第44回  両毛テニス大会（男子ベテランダブルス）平成28年11月19日(土)

足利テニス協会

男子５０歳ダブルス

氏名 クラブ名 1 2 3 順位

岡島　弘幸 ジャルダン
大竹　博文 ジャルダン

菊地　武夫 アレックス
関谷　敬三 アレックス

大橋　正人 KTC
池田　和隆 KTC

男子５５歳ダブルス

氏名 クラブ名 1 2 3 4 5 順位

谷本　英雄 チームU&T
砺波　哲也 チームU&T

神山　好弘 キリウ
粕川　幸司 ジャルダン

和気　勝利 黒磯テニスクラブ

田代　雅一 黒磯テニスクラブ

中島　洋一 ジャルダン
北林　優 ジャルダン

石田　良夫 足利ローン
小島　登志司 ジャルダン
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第44回  両毛テニス大会（男子ベテランダブルス）平成28年11月19日(土)

足利テニス協会

男子65歳ダブルス

A

氏名 クラブ名 1 2 3 4 順位

川上　治之 クロスポイント

近藤　清 大田原レオ

宮沢　利雄 足利ローン
福島　裕二 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

加藤　忠克 足利みなみ
木南　延年 ラベンダー

B

氏名 クラブ名 1 2 3 順位

山崎　良男 足利ローン
原　健一 東太田テニスクラブ

岩崎　純一 ラベンダー
岡村　延重 ラベンダー

飯塚　守 クロスポイント

清水　清 サーブ
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