
 

 

［足利市長杯争奪］ 

両毛地区テニス大会 
１０月２６日（日）一般男子シングルス予選 
１１月 ３日（祝）一般男子・女子シングルス予選 
１１月 ９日（日）一般男子・女子ダブルス予選 
１１月１６日（日）一般男子・女子シングルス本戦 
         ベテラン男子シングルス 
１１月２３日（日）一般男子・女子ダブルス本戦 
         ベテラン男子 
１１月３０日（日）残り試合 
１２月 ７日（日）予備日 
１２月１４日（日）予備日 
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第３６回（２００８年） 



               大会参加者の注意事項 

 

１．参加選手は自己の試合受付締切時間までに大会本部に届け出てください。 

  定刻経過後は棄権と致します。 

２．試合方法 

  予選は全て・本戦は準決勝まで 8ｹﾞｰﾑｽﾞﾌﾟﾛｾｯﾄﾏｯﾁ(8-8の場合 12ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ) 

  本戦の決勝のみ        3ｾｯﾄ･ﾏｯﾁ(6-6の場合 12ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ) 

  各ゲームともセミ・アドバンテージ方式で行ないます。 

３．試合前のウォームアップはサービス練習のみとします。 

４．予定変更・試合結果はホームページにアップします。 

  『足利テニス協会ＨＰ』(http://www.geocities.jp/ata_tennis/index.html) 

５．天候・その他により試合不能と思われる場合でも定刻までにコートに集まって 

  ください。小雨でも決行します。電話での問合せにはお答えいたしません。 

  着替え等を準備してきてください。 

６．日程や試合方法を変更することがあります。 

７．セルフジャッジで行なってください。（セルフジャッジでは、アウト・ファウル 

  の時、相手にわかるように片手を挙げてコールする。ポイント・ゲームカウント 

  はサーバーがコールを必ず行なう。） 

  なお、本戦についてはロービングアンパイアを付ける予定です。 

８．セットボール購入希望者は早めに本部に申し込んでください。 

（１缶４個入り400円。ただし、御厨コート分は、100円） 

９．試合規定は日本テニス協会２００８年度版「テニスルールブック」に準拠します 

が、一部ローカルルールを採用します。 

  一例）男子のＴシャツを認めます。 

１０．各種目とも３位まで表彰します。但し、ドロー数が１６に満たない種目は優勝・ 

   準優勝者のみで、８に満たない種目は優勝者のみとします。 

１１．試合参加者は必ずスポーツ保険に加入してからご参加ください。 

     会場内の事故・ケガ等については個人の責任で処理してください。 

１２．総合運動場テニスコートには、ゴミ箱がありません。空缶やゴミ等は各自 

     お持ち帰りください。 

１３．総合運動場テニスコート内での飲み物はペットボトル容器しか許可されません。 

１４．尊氏公マラソンの日は大会を行ないません。しかし、駐車場には限りがありま

す。受付は電波時計で時間厳守にしますので、時間の余裕を見てお出掛けくだ 

さい。会場については、別紙案内図を参照してください。 

   尚、進行予定表に記入した通り、テニスコート北側入り口より車の出入りを 

   お願い致します。 

   ※添付してある地図を参照の事。 

１５．今年（２００８年）開催の両毛大会から要項及びドロー表は足利テニス協会ホ

ームページのみに掲載するものとし、個別の配送は致しませんのでご了承くだ

さい。 

   なお、受付方法等についても変更されることが有りますので、足利テニス協会

のホームページで確認してください。  
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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。

10月26日(日) 一般男子シングルス予選

役員は８：２０集合

１Ｒ

１Ｒ

１Ｒ

１Ｒ

１Ｒ

１Ｒ

１Ｒ

２Ｒ

２Ｒ

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。

11月３(月)文化の日 一般男子・女子シングルス予選

役員は８：２０集合

１Ｒ

１Ｒ

２R

2R

2R

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。

11:40 女子  G～H ﾌﾞﾛｯｸ

10:20

11:00

女子  A～C ﾌﾞﾛｯｸ 

女子  D～F ﾌﾞﾛｯｸ

9:00

9:40 女子E～H ﾌﾞﾛｯｸ,男子 I～Pﾌﾞﾛｯｸ

女子A～D ﾌﾞﾛｯｸ,男子A～H ﾌﾞﾛｯｸ

男子残り全員

受付締切時間

種目 女子シングルス予選  

石関（ふぇぶれす） 三田（スイートピー）

コートNo.１～１６

宮澤（足利ローン） 高沢(邦)(足利みなみ)

岩本（ジャルダン） 木村（サンデー）

14:20 M～P ﾌﾞﾛｯｸ

コート 足利市総合運動場テニスコート 16面

13:00 O～P ﾌﾞﾛｯｸ    ２Ｒ  G～H ﾌﾞﾛｯｸ

13:40 I～L ﾌﾞﾛｯｸ

12:20 M～N ﾌﾞﾛｯｸ　 ２Ｒ　E～F ﾌﾞﾛｯｸ

11:40 K～L ﾌﾞﾛｯｸ   ２Ｒ  C～D ﾌﾞﾛｯｸ

11:00 I～J ﾌﾞﾛｯｸ   ２Ｒ  A～B ﾌﾞﾛｯｸ

10:20 G～Hブロック

9:40 E～Fブロック

9:00 A～Dブロック

受付締切時間

種目 男子シングルス予選   

丹羽（ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ） 宮坂（サンデー）

コートNo.１～１６

後藤（アキレス） 宮澤（足利ローン）

前川（アレックス） 高田（ふぇぶれす）

試合進行予定表

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。

コート 足利市総合運動場テニスコート 16面
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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。

一般男子・女子ダブルス予選

役員は８：２０集合

1R

1R

2R

2R

2R

2R

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。

11月16日(日) 一般男子・女子シングルス予選残り試合・本戦・ベテランシングルス

競技運営員 役員は８：２０集合

　男女シングルス本戦

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。

11:40

12:20 女子 E～Hブロック

男子 F～Hブロック

男子 A～Eブロック

男子 F～Hブロック、女子 2～3

女子 A～Dブロック

10:20

9:00 一般男女シングルス全員
10:00 ベテラン・シングルス全員

種目 　男女シングルス予選残り試合

受付締切時間 　ベテランシングルス

福岡（ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

コートNo.1～14

小竹（ラヴ・オール） 内海（足利みなみ）

酒井（ジャルダン） 芹沢（ジャルダン）

コート 足利市総合運動場テニスコート １６面

11:00

9:40

9:00 男子 A～Eブロック

女子ダブルス予選  

受付締切時間

コートNo.１～１６

種目 男子ダブルス予選  

柳（足利ローン） 福田（足利ｸﾞﾘｰﾝ）

岩本(ジャルダン） 福岡（ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ）

川島（サンデー） 安藤（足利みなみ）

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。

11月９(日)

コート 足利市総合運動場テニスコート 16面

試合進行予定表
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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。

11月23日(日) 一般男子・女子ダブルス予選残り試合、本戦、ベテラン男子・女子ダブルス

内海（足利みなみ）

役員は８：２０集合

 男女ダブルス本戦　ベテランダブルス

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。

11月30日(日) 各種目共、残り試合

競技運営

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。

予備日、１２月７日（日）　８面　、１２月１４日（日）　８面

受付締切時間

9:00 全員集合

コートNo.１～８

種目

足利市総合運動場テニスコート ８面

全種目残り試合

コート

9:00 一般男女ダブルス全員
10:00 ベテランダブルス全員

種目 　男女ダブルス予選残り試合

受付締切時間

コートNo.1～14

小竹（ラヴ・オール） 去田（ラヴ・オール）

酒井（ジャルダン） 小林（足利みなみ）

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。

コート 足利市総合運動場テニスコート 14面

試合進行予定表
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第１シード：柴田　佳穂（足利ローン）、第２シード：佐藤　美枝子（フォールート）

第３・第４シード：松本　恭子（C.P.）、福島　みち子（一筆クラブ）

第５～第８シード：小林　美佐子（館林ローン）、安藤　純子（足利みなみ）、八筬　ミツ子（ローズTG）、小高　直子（ラベンダー

福島みち子 一筆クラブ

安藤　純子 足利みなみ

飯塚ゆかり F.スピリット

小林美佐子

五味　　泉 T.C.A.

八筬ミツ子 ローズT.G

福岡　幸江 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

茂木佳二代 太田ﾚﾃﾞｨｰｽ

12

9

22

23

24 佐藤美枝子 フォールート

松本　恭子 Ｃ　Ｐ 19

8 20

7

5 17

6 18

3 15

4 16

第３６回  両毛テニス大会　　（女子シングルス本戦）　平成２０年11月１６日(日) ・３０日(日)

1 13

2 14

柴田　佳穂 足利ローン 館林ローン

重松千恵子 足利グリーン 吉田　美絵 太田ＴＣ21

春山　友代 太田ＴＣ 片岡　絵里 館林ローン10

11

小高　直子 ラベンダー
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川田　裕子 スマッシュ 小林美佐子 館林ローン
高岡久美子 ｱｰﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ 野口　淳子 館林ローン

増田　紀子 足利ローン 大島　文子 昭和電工
小高　直子 ラベンダー 大島るみ子 ラフィエスタ

沖田　恵子 LIZU 正田　和子 笠懸TC
佐山　幸子 エンデバー 園田　恵子 笠懸TC

高沢千恵子 足利みなみ 松本　恭子 C P
久保田和希子 足利みなみ 福島みち子 一筆T.C

菅野喜久江 RIZU 荒木日登美 太田ｽﾏｯｼｭ
藤田　　元 美原ﾚﾃﾞｨｰｽ 蝦澤　一子 サークルM

斗光　操子 ﾁｰﾑ2001 森島かほる 足利みなみ
土谷ひとみ 野木ﾃﾆｽ愛好会 堤　　茂代 宇都宮ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

茂木佳二子 太田レディース 大谷　三枝 大田原レオ
宮野　美佐 太田レディース 大島　命子 フォールート

小林　寿子 足利みなみ 山嵜　朝子 FTS
阿部加代子 足利みなみ 福田　澄子 FTS

　　　　　　　　　　　高沢　千恵子・久保田和希子（足利みなみ）組、 小林　寿子・阿部　加代子（足利みなみ)組

21

22

23

24

15

16

19

18

17

第３６回  両毛テニス大会　　（女子ダブルス本戦）　平成２０年１１月２３日(日)・３０日(日)

1 13

2 14

20

7

8

第５～第８シード：荒木　日登美（太田スマッシュ）・蝦澤　一子（サークルM）組、小林　美佐子・野口　淳子（館林ローン）組

第１シード：川田　裕子（スマッシュ）・高岡　久美子（アーリーバード）組、 第２シード：山嵜　朝子・福田　澄子（FTS）組、

第３・第４シード：菅野　喜久江（RIZU）・藤田　元（美原レディース）組、 松本　恭子（CP）・福島　みち子（一筆クラブ）組

9

10

11

12

3

6

5

4
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第１シード：内田　広志（太田クラブ）、第２シード：相場　学（館林ローン）、第３・第４シード：須藤　彰（館林ローン）、鈴木　和彦（ラヴ・オール）

第３６回  両毛テニス大会　　（男子シングルス本戦） 　平成２０年11月１６日(日)・３０日(日)

内田　広志 太田TC 1 17 柳　孝行 館林ローン

2 18

3 19

ﾀﾞﾆｴﾙ・ｶｰﾆｰ CTC 4 20

増田　英倫 サンテニス

鎌塚　益生 ＫＩＲＩＵ－ＡＴＦ

茂呂　義雄 ＭＣＣ 5 21

6 22

7 23

齋藤　　聡 ラヴ・オール 8 24

25 高橋　正大 GTC

須藤　彰 館林ローン

鈴木　和彦 ラヴ・オール 9

10 26

11 27

青木　　亨 サンテニス 12 28

丸田　昇平 サンクT.C 

金子　道隆 サンクT.C 

内海　義啓 足利みなみ 13 29

14 30

32

15 31

第５～第８シード：高橋　正大（GTC）・柳　孝行（館林ローン）・小竹　俊行（ラヴ・オール）、斉藤　聡（ラヴ・オール）

相場　　学 館林ローン小竹  俊行 ラヴ・オール 16
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高沢　利之 足利みなみ 去田　　稔 ラヴ・オール
浦部　俊之 足利みなみ 増田　英倫 サンテニス

松葉　直樹 フットフォルト 川上　正男 FTS
柏崎　佳之 フットフォルト 岩井　　慎 両毛調剤T.C

丸田　昇平 サンクT.C 飯塚　　守 C P
塩原　祥平 サンクT.C 太田　英樹 C P

小竹　俊行 ラヴ・オール 佐向　　猛 館林ローン
小川　　誠 FTS 山崎　博司 カクテル P

相場　　学 館林ローン 内海　義啓 足利みなみ
佐藤　靖人 あすなろ 向高　博志 フリー

穴澤　良平 Yuzu TS 渡邊　隆典 RIZU
小峰　千幸 Yuzu TS 藤沼　善紀 BRUGE

小野瀬帝生 HIT 茂呂　義雄 MCC
本多　弘之 HIT 深野　仁史 MCC

梅津　　京 CTC 福田　隆一 FTS
ダニエル・カーニー CTC 坂本　光広 FTS

第36回  両毛テニス大会　　（男子ダブルス本戦） 　平成２０年11月２３日(日)・３０日(日)

1 13

2 14

3 15

4 16

5 17

6 18

19

20

24

9 21

10 22

11

8

7

第１シード：高沢　利之・浦部　俊之（足利みなみ）組、第２シード：福田　隆一・坂本　光広（FTS）

第３・第４シード：相場　学（館林ローン）・佐藤　靖人（あすなろ）組、佐向　猛（館林ローン）・山崎　博司（カクテルP）組

第５～第８シード：小竹　俊行（ラヴ・オール）・小川　誠（FTS）組、去田　稔（ラヴ・オール）・増田　英倫（サンテニス）組

　　　　　　　　　　　梅津　京・ダニエル・カーニー（CTC）組、内海　義啓（足利みなみ）・向高　博志（フリー）組

23

12
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第１シード

第２シード

第３・第４シード：粕川　幸司（ジャルダン）、山崎　良男（足利ローン）

第５～第８シード：砺波哲也（足利みなみ）、芹沢　千里（ジャルダン）、

　　　　　　　　　　　金子　幸男（佐野サンライズ）、間々田　隆男（三洋電機）　　

中山　三男（みかも山）

川上　治之

神山　好弘（キリウTC)

中山　三男 みかも山32

GTCC

足利みなみ

タムラT.C

C P

飯塚　佳彦30

31

南家　芳樹 大泉ナベ 29 浦部　忠久

山田　幸司 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ 大貫　　潤

宇都宮　TC

諏訪　一良 三洋電機 27 田島　　収 足利みなみ

飯塚　　守 C P 川又　俊郎10

ジャルダン

佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ山崎　良男 足利ローン 25 金子　幸男

間々田隆男 三洋電機 24 粕川　幸司8

足利ｸﾞﾘｰﾝ

大竹　博文 坂本工業 23 稲見　正雄 ビッグツリー

関根　好克 ローズTG 22 船渡川稔彦

ジャルダン

石塚　　睦 ASA 21 宮沢　利雄 足利ローン

柴田三千夫 足利ローン 20 酒井　広行

館林ローン

原　　　弘 館林ローン 19 福島　裕二 足利ローン

小林　洋三 邑楽T.C 18 田篠　雅文

第３６回  両毛テニス大会（男子ベテランシングルス）　平成２０年11月１６日(日)・３０日(日)

神山　好弘 キリウT.C 17 砺波　哲也 足利みなみ1

3

2

5

4

6

7

9

11

12

26

28

芹沢　千里 ジャルダン 16

13

14

15

原　　健一 東太田TC

多賀谷政幸 あいおい

- 9 -
- 9 -



藤倉　康明 足利ｸﾞﾘｰﾝ 中山　三男 みかも山
船渡川稔彦 足利ｸﾞﾘｰﾝ 猪瀬　久男 宇都宮T.C

神山　好弘 キリウ
蓮　　康夫 キリウ

大竹　博文 坂本工業 大沢　修作 あいおい
岡島　弘幸 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 多賀谷政幸 あいおい

木村　健嗣 サンデー 加藤　忠克 足利みなみ
荘司　和男 サンデー 木南　延年 足利みなみ

津田　　真 ジャルダン 山崎　良男 足利ローン
針ヶ谷仁之 みかも山 粕川　幸司 ジャルダン

山本　雅之 足利市役所 浦部　忠久 足利みなみ
川連　正司 足利市役所 田島　　収 足利みなみ

芹沢　千里 ジャルダン 高沢　　修 足利みなみ
酒井　広行 ジャルダン 石川　恪治 足利みなみ

砺波　哲也 足利みなみ 福地　正次 C P
浦田　幹男 港区ﾃﾆｽ連盟 川上　治之 C P

第１シード：藤倉　康明・船渡川　稔彦（足利グリーン）組 第１シード：中山　三男（みかも山） ・ 猪瀬　久男（宇都宮T.C）組

第２シード：砺波　哲也（足利みなみ）・浦田　幹男（港区テニス連盟）組 第２シード：福地　正次・川上　治之（CP）組

6

2

4

5

7

第３６回  両毛テニス大会　　（ベテランダブルス）　平成２０年１１月２３日(日)
ベテラン男子45才以上ダブルス ベテラン男子５５才以上ダブルス

1 1

2

3

4

3

6 5

8 7

- 10 -
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ふぇぶれす 74

65

小林かほり 足利ローン 56 斉藤喜美子

47 大橋　秀子 みかも山木村　奈津美 サンデー

足利みなみ

若山　理美

北村登志子

サンデー

フレッシュ

増田　紀子 足利ローン

38

19

20 赤坂小百合

ゆうゆう倶楽部 29

9

10 関口いずみ

神藤　仲子

石関奈津子

太田ﾚﾃﾞｨｰｽ

ふぇぶれす

第３６回  両毛テニス大会　　（女子シングルス予選）　平成２０年１１月３日(祝)

昼岡久美子 千代田T.C 1 谷　　敦子 スマッシュ 21

笠原　和枝 スマッシュ 2 氏家　悦子 BEST 22

足利みなみ 23吉河さなえ T-charrue 3 武田　佳保

ふぇぶれす 24田村　美月 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 4 小林　純子
A

齋藤　敦子 amigo TC 5 三田久美枝
C

スイートピー 25

フリー 26菊地　由美 レインボー 6 賀川　伶子

岩井つばさ 両毛調剤T.C 7 星野ますみ BambooHip 27

青木　茂美 ふぇぶれす 8 遠藤　律子 足利みなみ 28

八田　千春 どんぐり 11 山澤美穂乃 足利みなみ 30

小泉　和恵 足利ローン 12 舞原　清香 一筆Ｔ.C 31

サンクT.C 32小久保良枝 サンクT.C 13 間々田祐梨

田島　章子

マエシア 33
D

足利ローン 34

16 飛田麻紀子

永嶋沙耶香 フリー 14 高橋　仁美
B

富岡　美和 太田ﾚﾃﾞｨｰｽ 15

フリー 35

柏瀬　典子 足利ローン 17 町田実千枝 足利ローン 36

坪松　萌子 VAMOS

金子　敬子 足利ローン 18 宇野　寿巳 両毛調剤T.C 37

39 若林　綾乃 太田T.C 57

石塚　美恵 HIT 40 江原　恭子 KIRIU-AFT 58

VAMOS 59藤野　リイ 東太田T.C 41 関口　良美

大泉ナベ 60
G

足利みなみ 61加藤　洋子 太田T.C 43 高木　晶子
E

山口　景子 キリウTC 42 原　　真里

久保佳津子 ATC 44 小澤　一枝 太田ﾚﾃﾞｨｰｽ 62

金敷美由紀 BEST 45 伊藤　奈苗 M's 63

佐藤　育子 足利みなみ 46 足立　朋子 レインボー 64

加賀谷英子 サンクT.C 48 羽賀　直美 東太田T.C 66

渡辺　友子 BEST 49 今泉　敏子 足利ローン 67

太田ﾚﾃﾞｨｰｽ 68安藤　里美 足利みなみ 50 森谷　洋子

近内　三恵 足利みなみ 52 吉原　千尋
F

岩本みどり ジャルダン 51 斉藤　愛実
H

HIT 70

ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 69

フットフォルト 71足利みなみ 53 坂村かおる

田村　美幸 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 54 大島　　綾 桐生ローン 72

金子　晴美

竹澤　　睦 T-charrue 55 松葉みどり フットフォルト 73

- 11 -
- 11 -



広瀬　真大 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ 30 宮部　正章 サンテニス 60

柴宮　和弘 足利ｸﾞﾘｰﾝ 29 重松　克也 足利ｸﾞﾘｰﾝ 59

星野　隆次 足利ローン 28 長谷部良浩 三洋電機 58

樋口　真司 サンデー 27 有田　克彦 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 57

野澤　辰典 アキレス 26

正田　友則 Ｇ’ｍａｘ

内田　昌典 サンクT.C 56

25 岩村光太郎 栃木県庁 55

藤本　勝也 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 24 加藤　敦生 フットフォルト 54

石井　秀和 ラヴ・オール 23 木村　和司
B D

（爆)TC 53

飯塚　洋一 アレックス 22 柳島　好佑 めいぷる 52

青木　秀憲 GTC 21 植松　崇夫 フリー 51

小泉　　周 足利ローン 20 今村　正芳 スイートピー 50

平塚　聖巳 足利ローン 49

多胡　友之 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ 18

嶋田　純也 ダブルフォルト 19

青木　　聡 ふぇぶれす 48

原　　雅人 RASH 17 松下　信也 館林市役所 47

サンクT.C 46小林　裕幸 栃木県庁 16 荘　　隆俊

島野　　剛 栃木県庁 15 須田　恭平 サンクT.C 45

斉藤　宣明 ふぇぶれす 14 柴崎　邦夫 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 44

沼野井　隼 サンクT.C 13 小川　辰史 マックス 43

アレックス 42昼岡　　昇 スイートピー 12 前川　芳郎

中野　幹直 野州会 11 大垣　波人 FTS 41

山内　大介 AKB 10 丸田　友章 サンクT.C 40

針谷洋之助 リバティー 9 高橋　　拓 オランダ 39

新井　　隆 サンデー 8 堤　　信清
A C

リバティー 38

岩出　龍彦 富士重工 7 野中　一樹 栃木県庁 37

尾沼　正隆 ふぇぶれす 6 尾島　正之 BambooHip 36

石井　禎治 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ 5 太田　祐資 足利ローン 35

長谷川晃一 どんぐり 34

八木　康秀 ゆうゆう倶楽部 3

坂井　誠彦 ゆうゆう倶楽部 4

高際　達也 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 33

石井　貴弘 スイートピー 2 福田　健一 足利ｸﾞﾘｰﾝ 32

第３６回  両毛テニス大会　　（男子シングルス予選）　平成２０年１０月２６日(日）、１１月３日(祝)

中島　善夫 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 1 高沢　邦之 足利みなみ 31

- 12 -
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鎌塚　一也 KIRIU-ATF

菊地　廣光 ふぇぶれす

中田　　隼 オランダ 89 影山　智人

菊地　武雄 レインボー

塩原　祥平 サンクT.C 90 棚澤　博士 ゆうゆう倶楽部 120

ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 119

橋本　祥一 BambooHip 88 関　　克之 リバティー 118

安藤　隆司 ふぇぶれす 87 小林　寿和 BEST 117

佐藤　裕之 足利ローン 86 高澤　宏彰 ゆうゆう倶楽部 116

85 田部谷正和 Ｇ’ｍａｘ 115

84 相場　栄樹 太田T.C 114

三好新之助 VAMOS 83 堀口　勝利
F H

館林ローン 113

82 井川　恵介 TCL 112

菊地　範芳 ふぇぶれす 81 藤倉　俊一 足利南高校 111

北原五十六 足利ローン 80 横溝　秀成 ミツバ 110

山口　　勝 アズリーダ 79 須藤貴世志 ゆうゆう倶楽部 109

嶋田　桂也 ダブルフォルト

斉藤　幸弘 笠懸 78

77 小島登志司 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 107

並河　　穣 サザンオール 108

碓井　　豊 フットフォルト 76 梅津　　京 CTC 106

八田　晃一 どんぐり 75 松葉　直樹 フットフォルト 105

行成　大樹 オランダ 74 柳元　　剛 桐生ローン 104

市野沢義行 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 73 倉上　豊治 足利市役所 103

富士重工 102野本　雅彦 ふぇぶれす 72 阿部　能文

阿部　征人 太田T.C 71 深澤　哲也 amigo TC 101

サンクT.C 100上野　勝久 富士重工 70 吹上　新悟

影山　裕右 ラヴ・オール 69 小宮　信男 足利ローン 99

浅野　伸生 リバティー

E G
高橋　信行 ウイル 68 関口　陽平 足利南高校 98

入沢　伸年 足利ｸﾞﾘｰﾝ 67 仲野　潤一 マエシア 97

66 江田　真一 足利ｸﾞﾘｰﾝ 96

中村　　聡 チームトトロ 65 菊地　正史 足利市役所 95

富岡　文男 アキレス 64 三田　純生 スイートピー 94

高橋　康二

93

アキレス 92

梁瀬　　光飯田　知優 リバティー 63

長谷川隆生 マックス 62

太田T.C 91柏崎　佳之 フットフォルト 61 栗原　浩一

第３６回  両毛テニス大会　　（男子シングルス予選）　平成２０年１０月２６日(日）、１１月３日(祝)

館林市役所

- 13 -
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ｿﾝﾊﾞｯﾄ・
ｽﾘﾔﾁｬﾝ

足利ローン 180津田　　真 ジャルダン 150 宮澤　保志

物江　洋一 アキレス 149 岡戸　良行 アレックス 179

増田　治政 ふぇぶれす 148 金山　道生 HONDA T.C 178

石島　将大 （爆)TC 147 石関　広成 TCL 177

小太刀俊一 BEST 145 木村　　修

174

L
ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 143 山下　和文 ふぇぶれす 173

172

足利ローン鈴木　義明

142 高橋　徹也 太田T.C

J
小山　晃典 フリー

144 北林　　優 足利ローン

足利ローン 171

吉井　竹雄 ﾏｼﾞｯｸｽﾋﾟﾝ 140 長途登美男 ﾏｼﾞｯｸｽﾋﾟﾝ 170

秋吉　　司 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 139 岩野　　滋 三洋電機 169

諏訪　泰則 （爆)TC 138 室崎　和夫 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 168

田部井究也 フットフォルト 137 木南　延年 足利みなみ 167

166岡崎　宙明 澤藤電機 136 丹羽　孝明

足利ローン 165

ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

増渕　敏之 サンテニス 135 坂原　　学

榎原　憲司 アキレス 134 須田　英之 AKB 164

岩瀬　一輝 大泉ナベ 133 小島　繁幸 サンデー 163

横地　　穏 マックス 132 改田　敬一 足利ローン 162

関谷　敬三 アレックス 131 畔上　昌彦 ふぇぶれす 161

高草木　亨 桐生ローン 130 永松　昭仁 足利みなみ 160

足利みなみ 159

鈴木　卓也 （爆)TC 128 佐山　誠士

小池　善信 笠懸 129 吉田　文彦

I K
佐野市役所 158

堀越　基好 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 127 落合　　渉 VAMOS 157

青島　冬樹 フリー 126 片山　基彦 BambooHip 156

志賀　路朗 オランダ 125 櫻井　宏行 GTC 155

横田　和彦 Yuzu Ts 124 増山　貴大 RIZU 154

小板橋裕昭 足利ｸﾞﾘｰﾝ 123 栗原　兼六 あいおい 153

サンデー 152高瀬　　厚 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ 122 北川　雅也

151中島　幹夫 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 121 加藤　久雄

第３６回  両毛テニス大会　　（男子シングルス予選）　平成２０年１０月２６日(日）、１１月３日(祝)

柿沼　英樹 足利ローン 146 176

サンデー

高橋　健夫 ﾏｼﾞｯｸｽﾋﾟﾝ

175

今　　忠勝 サンデー 141 小堀　純一

太田T.C

- 14 -
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田島　基豪 アキレス 210 宮坂　　徹 サンデー 239

林　　　孝 RIZU 208 稲村　匡時 フットフォルト 238

関　　信介 ATC 207 小山　楨司 足利市役所 237

保田　　寿 ジャルダン 206 水谷　　顕 ﾏｼﾞｯｸｽﾋﾟﾝ 236

新井　一史 桐生ローン 205 江頭　史雄 HONDA T.C 235

太田　英樹 C P 204 北澤　宏記 足利ｸﾞﾘｰﾝ 234

N P
泉　　周平 HONDA T.C 203 友野　央一 三洋電機 233

吉田　謙二 オランダ 202 山田　浩平 BambooHip 232

斉藤　利春 ふぇぶれす 201 高田　和男 ふぇぶれす 231

飯島　　隆 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ 200 後藤　英美 アキレス 230

小野寺政広 ゆうゆう倶楽部 199 槙原　寛之 ゆうゆう倶楽部 229

228

坂庭　和彦 スクエア 197 植竹　　徹

大賀　隆雄 栃木県庁 195 斉藤　善久

足利ローン 224原田　一希 足利みなみ 194 柳　　敏幸

川口　雄哉 ダブルフォルト 193 遠藤　紀行

小池　俊博 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 192 横塚　真樹 フットフォルト 222

ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 221新井　祐介 フリー 191 佐藤　雅典

登坂　周平 スイートピー 190 小池　　剛 両毛調剤T.C 220

松沢　　清 オアシス 188 小菅悠宇希

高橋　庸祐 TCL 189 久保田文一

M O
ウイングス

キリウTC 217

218

吉井　克友 オランダ 187 中里　雅美

松村　幸也 スイートピー 216

麻生　享市 チームトトロ 184 戸田　真弘 アキレス 214

坂上　秀成 スイートピー 183 新井不二夫 大泉ナベ 213

川島　正巳 サンデー 182 藤生　達也 スイートピー 212

HONDA T.C 211

岡村　宏一 タムラT.C 209

竹本　　浩 野州会 198 岸　　誠一 BambooHip

足利ローン 227

前原　孝雄 ふぇぶれす 196 岩井　　慎

スイートピー 225

両毛調剤T.C 226

ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 223

フットフォルト 219

渡辺　宙之 サンデー 185 石田　良夫 ジャルダン 215

三宅　正康 館林ローン 186

第３６回  両毛テニス大会　　（男子シングルス予選）　平成２０年１０月２６日(日）、１１月３日(祝)

金子　正二 ふぇぶれす 181 今野辰二郎

- 15 -
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大橋　秀子 みかも山 永澤木の実 太田レディース
八筬ミツ子 ローズT.G 内田由喜江 太田レディース

加賀谷英子 サンクT.C 小林　理沙 SIM
鳥海キクエ サンクT.C 鶴貝　圭美 T'S

宮本　宏子 太田レディース 物江　真美 レインボー
浜田恵美子 太田レディース 関口　裕子 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

新藤　智子 足利ローン 吉原　千尋 HIT
柏瀬　友子 足利ローン 石塚　美恵 HIT

長谷川三千代 サーブ 村松　秀子 太田レディース
白石　静代 みかも山 小野　正江 太田レディース

中山　弘美 千代田T.C 洋子・ｽﾘﾔﾁｬﾝ ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ
加藤　夏子 千代田T.C 田村　美幸 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

堀越三重子 ラベンダー 酒井　元子 サークルM
吉岡屋宏子 ラベンダー 水谷　幸子 サークルM

小林かほり 足利ローン 星野　　薫 太田レディース
木村奈津美 サンデー 前田美恵子 太田レディース

飯塚ゆかり F.スピリット
飯塚ひとみ F.スピリット

谷口　祐子 エンデバー 川上　悦子 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ
黒川　玲子 ローズT.G 福岡　幸江 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

池澤寿美恵 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 石川さよみ 足利みなみ
斉藤いずみ ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 椎橋　陽子 足利みなみ

上村ひかる 足利南高校 折川　美緒 めいぷる
窪　梨恵子 足利南高校 棚沢絵美子 めいぷる

小久保良枝 サンクT.C 井上　玲子 千代田T.C
持田　秀子 サンクT.C 渋沢美枝子 千代田T.C

澁澤　花枝 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ 石関奈津子 ふぇぶれす
庄司　好美 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ 青木　茂美 ふぇぶれす

神藤　仲子 太田レディース 山口　佳恵 足利南高校
清水　幸代 太田レディース 牛窪　　舞 足利南高校

茂野　節子 LTC 柴田　敦子 足利ローン
深野三紀恵 MCC 安藤　　緑 足利ローン

安藤　純子 足利みなみ 大沢　智子 太田レディース
山澤美穂乃 足利みなみ 中島みどり 太田レディース
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石川　博子 東太田TC 田澤　照子 みかも山
羽賀　直美 東太田TC 斎川　久子 みかも山

増茂　展子 はーもにー 尾島里枝子 BambooHip
八田　千春 どんぐり 神田　富江 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

田村　芳枝 フォールート 近内　三恵 足利みなみ
後藤　久恵 KTC 尾崎　ムメ子 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

小泉　和恵 足利ローン 氏家　悦子 BEST
田島　章子 足利ローン 金敷美由紀 BEST

木村　則子 太田レディース 山崎　陽子 大泉ナベ
細川　清美 太田レディース 長川マチ子 大泉ナベ

佐藤　恵子 BambooHip 須江　順子 サークルM
中村　純恵 BambooHip 中里　光枝 サークルM

桜井　　泉 amigo　TC 若山　理美 サンデー
室井　　華 amigo　TC 北原　静江 サンデー

三田久美枝 スイートピー 笠原　和枝 スマッシュ
谷　　敦子 スマッシュ 重松千恵子 足利ｸﾞﾘｰﾝ

五十嵐富江 太田レディース 丸岡　和子 太田レディース
野崎てる子 太田レディース 鈴木　由枝 フリー

小島　孝子 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 齋藤　敦子 amigo　TC
新井百合子 フリー 江崎　慶子 ラフィエスタ

佐山　道子 L.T.C. 金子　敬子 足利ローン
石井喜代子 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 柏瀬　典子 足利ローン

浜野　明美 フリー 斉藤　愛実 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ
岩本みどり ジャルダン 坪松　萌子 VAMOS

真尾　仁子 アレックス 森谷　洋子 太田レディース
久保田恵美子 アレックス 高木ますみ 太田レディース

星野　ますみ BambooHip 坂村かおる フットフォルト
平山　和美 BambooHip 松澤　芳江 足利日赤ARCH

高柳美喜枝 館林ローン 北村登志子 フレッシュ
片岡　絵里 館林ローン 岩脇加代子 ラベンダー

赤坂美恵子 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 吉田　美絵 太田クラブ
福井寿美子 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 若林　綾乃 太田クラブ
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宮入　基治 サザンオール 間々田憲哉 サンクT.C
並河　　穣 サザンオール 久保田雅史 サンクT.C

石川　尚毅 ダブルフォルト 高際　達也 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ
嶋田　純也 ダブルフォルト 遠藤　紀行 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

高草木　亨 桐生ローン 小林　正樹 SIM.TA4
柳元　　剛 桐生ローン 歌川　寛徳 SIM.TA4

落合　　渉 VAMOS 三宅　正康 館林ローン
三好新之助 VAMOS 堀口　勝利 館林ローン

猪瀬　敏男 BEST 小野塚　隆 足利ｸﾞﾘｰﾝ
正田　友則 G' MAX 入沢　伸年 足利ｸﾞﾘｰﾝ

前川　芳朗 アレックス 坂上　秀成 スイートピー
富岡　文男 アキレス 坂上　駿輔 スイートピー

金子　　剛 足利ｸﾞﾘｰﾝ 小畑　紀之 Yuzu TS
山中　　守 足利ｸﾞﾘｰﾝ 横田　和彦 Yuzu TS

岡戸　良行 アレックス 内藤　達也 ウイングス
飯塚　洋一 アレックス 小菅悠宇希 ウイングス

松沢　　清 オアシス
吉田　敏広 オアシス

小板橋裕昭 足利ｸﾞﾘｰﾝ 荒井　貴明 白鴎大学
柴宮　和弘 足利ｸﾞﾘｰﾝ 高松　亮輔 白鴎大学

新井　　隆 サンデー 長途登美男 マジックスピン
今　　忠勝 サンデー 石川　裕之 マジックスピン

長竹　　暁 BambooHip 杉山　正博 白鴎大学
新井　識史 BambooHip 金子　　聡 Yuzu TS

佐藤　裕之 足利ローン 山内　大介 AKB
植竹　　徹 足利ローン 柿澤　　誠 長谷川香料

野村　浩一 館林市役所 碓井　　豊 フットフォルト
松下　信也 館林市役所 田部井究也 フットフォルト

内田　広志 太田クラブ 阿部　辰紀 白鴎大学
須田　英之 AKB 阿部　優貴 FTS

丹羽　孝明 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 岡村　康弘 レインボー
秋吉　　司 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 吉田　文彦 足利みなみ

野澤　辰典 アキレス 吉田　謙二 オランダ
榎原　憲司 アキレス 木村　一郎 オランダ

高橋　四郎 ミツバ 影山　智久 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ
小川　清一 DNA 瀬戸　博人 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

八田　晃一 どんぐり 若山　　彰 サンデー
友松　　亮 どんぐり 浅沼　　勉 サンデー

佐藤　雅典 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 太田　雅之 ミツバ
ｿﾝﾊﾞｯﾄ・ｽﾘﾔﾁｬﾝ ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 岡部　光博 ゆうゆう倶楽部

尾沼　正隆 ふぇぶれす 川口　雄哉 ダブルフォルト
金子　正二 ふぇぶれす 山　　拓馬 ダブルフォルト

阿部　征人 太田T.C 柳　　敏幸 足利ローン
中本　明広 太田T.C 坂原　　学 足利ローン

鈴木　卓也 (爆)TC 小林　信彦 館林ローン
諏訪　泰則 (爆)TC 森下　秀友 館林ローン

増田　正毅 足利ローン 林　　　孝 RIZU
小宮　信男 足利ローン 増山　貴大 RIZU

金谷　貴志 BambooHip 鎌塚　益生 KIRIU-ATF
新藤　康弘 BambooHip 鎌塚　一也 KIRIU-ATF

鈴木　幸夫 CTC 川島　正巳 サンデー
相馬日登士 CTC 谷　　芳男 足利ｸﾞﾘｰﾝ

金子　道隆 サンクT.C 戸田　真弘 アキレス
栗原　洋亮 サンクT.C 田島　基豪 アキレス
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坂井　誠彦 ゆうゆう倶楽部 宮澤　保志 足利ローン
須藤貴世志 ゆうゆう倶楽部 鈴木　展明 足利ローン

影山　裕右 ラヴ・オール 千保木健一 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ
横塚　真樹 フットフォルト 伊達　拓哉 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

和久　守政 チームファイ 川上　敬芳 マジックスピン
小森谷和也 ITC 吉井　竹雄 マジックスピン

小池　俊博 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 畔上　昌彦 ふぇぶれす
小林　敬吾 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 安藤　隆司 ふぇぶれす

石井　禎治 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ 葛西　成法 白鴎大学
多胡　友之 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ 横尾　良太 白鴎大学

高橋　徹也 太田T.C 岩崎三智男 MCC
青島　冬樹 フリー 山本　昌史 MCC

川津　　秀 足利ローン 江頭　史雄 HONDA TC
北林　　優 足利ローン 泉　　周平 HONDA TC

石井　秀和 ラヴ・オール 斉藤　宣明 ふぇぶれす
佐山　誠士 ラヴ・オール 野本　雅彦 ふぇぶれす

北川　雅也 サンデー 松崎　正太 ラベンダー
渡辺　宙之 サンデー 家泉　亘行 ラベンダー

青木　敏夫 足利ローン 久保田文一 フットフォルト
金田　伸一 ラベンダー 加藤　敦生 フットフォルト

菊地　範芳 ふぇぶれす 菊池　健一 足利ローン
増田　治政 ふぇぶれす 岩脇　秀人 足利ローン

槙原　寛之 ゆうゆう倶楽部 中野　晃平 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ
小島　繁幸 ゆうゆう倶楽部 松本　啓亮 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ

岩淵　光生 HIT 吉川　典男 ウィンディ
鈴木　寛伸 HIT 沼尾　建男 ピーク

鈴木　和彦 ラヴ・オール 中島　幹夫 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ
高橋　信行 ジャルダン 中島　善夫 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

広瀬　真大 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ 三田　純生 スイートピー
植竹　友彦 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ 昼岡　　昇 スイートピー

飯塚　佳彦 タムラT.C 国府田修一 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ
岡村　宏一 タムラT.C 飯島　　隆 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ

田中　昭夫 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 宮坂　　徹 サンデー
柴崎　邦夫 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 関谷　敬三 アレックス

休場　　孝 三洋電機 高田　和男 ふぇぶれす
友野　央一 三洋電機 大川　和洋 ふぇぶれす

丸田　友章 サンクT.C 片岡　良介 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ
森尻　大貴 サンクT.C 新井　利明 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ

藤本　勝也 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 堀越　浩幸 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ
中村　　一 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 市野沢義行 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

小島登志司 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ 阿部　敏夫 足利ローン
石田　良夫 ジャルダン 中島　洋一 ジャルダン

高澤　宏彰 ゆうゆう倶楽部 堀越　基好 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ
棚澤　博士 ゆうゆう倶楽部 有田　克彦 ｴｰｽｱｶﾃﾞﾐｰ

尾島　正之 BambooHip 高島　伸隆 セイシェル
片山　基彦 BambooHip 瀬畑　　浩 KTC

改田　敬一 足利ローン 重松　克也 足利ｸﾞﾘｰﾝ
太田　祐資 足利ローン 福田　健一 足利ｸﾞﾘｰﾝ

前原　孝雄 ふぇぶれす 高橋　健夫 マジックスピン
松下　弘樹 フリー 水谷　　顕 マジックスピン

滝　　健一 太田クラブ 澁澤　俊介 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ
保田　　寿 ジャルダン 高瀬　　厚 佐野ｻﾝﾗｲｽﾞ
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