
足利テニス協会主催大会に参加される【選手、観客者の皆様へ】

・大会に参加される選手及び観客の皆 様は、新型コロナウイルス感染予防対策として、下記の
点に留意して会場に来られますようご協力をお願いいたします。

・自宅を出る前に必ず検温をしてください 。３７．５度以上の高熱や咳、だるさのある方は、参加
の自粛、会場 への 来場はご遠慮願います。

・選手及び観客者は、互いに２ｍ以上距離を空けてください。

・会場内では 「マスクなど」の着用 をお願いいたします。

・近距離での会話、発声は控えてください。

・試合中のハイタッチ等はお控えください。また試合終了後の握手はしないで挨拶のみとしてく だ
さい。

・手洗い・咳エチケットを守ってください。

・試合中のマスク着用については、着用可としますが個人にお任せします。 ただし、「試合中のマ
スク着用は酸欠や熱中症の危険が伴いますのでなるべく避けてください」。



受付は各種目の受付締切時間までにすませてください。時間厳守でお願いします。
ダブルスの受付は、必ず二人揃って行ってください。
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。

■10月2日(土) 　■種目：予選（男子シングルス）

■10月16日(土) ■種目：本戦（男子シングルス／女子シングルス）

■10月30日(土) 　■種目：男子ダブルス／女子ダブルス

■10月31日(日) 　■種目：残り試合（男子シングルス／女子シングルス）

■11月13日(土)　■種目： 残り試合（男子ダブルス／女子ダブルス）

■11月14日(日) 　■種目：予備日

足利市総合運動場
テニスコート（16面）

足利市総合運動場
テニスコート（8面）

足利市総合運動場
テニスコート（8面）

アキレスＴＣ
≪専任（最低1名）を含む3名でお願いします≫

ラベンダー
≪専任（最低1名）を含む3名でお願いします≫

足利ローン
≪専任（最低1名）を含む3名でお願いします≫

予定
＜最終試合＞全種目：決勝

チームU＆T
≪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）

運営担当 競技運営 小竹
役員

集合時間
７：３０

８：１５

予定
＜最終試合＞全種目：決勝

会場
受付締切

時間
８：００ 選手全員

会場
受付締切

時間
８：４５ 選手全員

運営担当 競技運営 鈴木
役員

集合時間

競技運営 宮澤
役員

集合時間
８：１５

予定
＜最終試合＞全種目：決勝

予定
＜最終試合＞男子ダブルス：準々決勝／女子シングルス：準々決勝
＜残り試合＞11月13日（土）

  足利テニス協会

会場
受付締切

時間
８：４５ 選手全員

運営担当

運営担当 競技運営 松村
役員

集合時間
８：１５

予定
＜最終試合＞男子シングルス：準々決勝／女子シングルス：準決勝
＜残り試合＞10月31日（日）

会場
受付締切

時間

８：４５
８：４５

１０：００

男子ダブルス選手全員
女子ダブルス選手１Ｒ
女子シングルス選手残り全員

運営担当 競技運営 岩本
役員

集合時間
７：２０足利ローン

≪専任（最低1名）を含む3名でお願いします≫

予定
＜最終試合＞予選決勝
＜残り試合＞10月16日（土）

会場
受付締切

時間

８：００
９：００

１０：００

男子シングルス選手全員
女子シングルス１Ｒ選手
女子シングルス残りの選手全員

足利市総合運動場
テニスコート（16面）

運営担当 競技運営 小竹
役員

集合時間
８：１５みくりやTC

≪専任（最低1名）を含む3名でお願いします≫

第48回 両毛地区テニス大会要項

日程／会場

会場
受付締切

時間
８：４５ 選手全員

足利市総合運動場
テニスコート（16面）



１） 出場者は、受付締切時間までに受付をすませてください。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）。
その日に２度以上試合がある場合、次の試合のコール時不在の場合は棄権とします。

２） 予定変更の場合は、ホームページに掲示します。必ず、ご確認ください。
尚、少々の雨では決行する予定です。
予定を変更した場合には、同日に２種目以上が重なる場合がありますが、
試合進行上、無理が生じた場合には、本人の判断で、どちらかを辞退してください。

３） 試合方法
全て、セミ・アドバンテージ方式です。
■男子シングルス予選以外

(1)トーナメント方式
(2) 決勝戦以外 8ゲームプロセット（8-8ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）

決勝戦 3セットマッチ（１，２セット目は6-6ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
ファイナルセットはマッチタイブレーク（10ポイント制）

(3)決勝戦には、SCUを付けることがあります。
■男子シングルス予選

(1)リーグ戦後、リーグ１位のブロック決勝　または４名のリーグ戦

(2)全試合6ゲームプロセット（6-6ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）

※天候、その他の止むを得ない事情により、試合方法を変更する場合があります。

４） 試合は全てセルフジャッジとします。
試合中「けいれん」等のための処理時間はとれません。「けいれん」等のため試合を中断した場合、
そのプレイヤーは棄権となります。

５） 試合前の練習は、サービス8本としてください。

６） 試合ボールについて
リーグは４球、をリーグの１番上の組に渡しますので、順番に使用して下さい。
リーグ終了後本部へ返却してください。
トーナメントでは、試合毎に運営がボール２球を渡します。試合後本部へ返却してください。

７） 試合が終わったら、勝者は、速やかに本部まで結果報告して下さい。

８） 試合規程は、日本テニス協会本年度規程によります。
ただし、Ｔシャツの着用等、一部ローカルルールを採用します。
※ セルフジャッジのため、フットフォルトに充分注意してください。
① 会場内にはゴミ箱の設置がありませんので、各自持ち帰るようにお願いします。
② スポーツ保険に加入の上、試合にご参加ください。

９） 大会への問合せは、
taikai.ashikaga.tennis@gmail.com　までお願いします。
競技運営委員会の携帯：０９０－６１７５－４２７０ (宮澤)でも対応しています。

大会注意事項

mailto:taikai.ashikaga.tennis@gmail.com


<試合方法> ６ゲームマッチ（6-6タイブレーク）

A１
氏名 クラブ名 丹羽孝明 菊地　快都 大沼　康平 勝敗 順位

1 丹羽孝明 チームU&T
2 菊地　快都 足利高校

3 大沼　康平 グラスホッパー

A２
氏名 クラブ名 加藤雄太 渡辺　清 大島　雄生 勝敗 順位

4 加藤雄太 紅しょうが
5 渡辺　清 リバーテニススクール

6 大島　雄生 足利高校

B1
氏名 クラブ名 前原孝雄 荒井　雄介 小林政信 勝敗 順位

7 前原孝雄 ふぇぶれす
8 荒井　雄介 足利高校

9 小林政信 チームU&T
B2

氏名 クラブ名 栗原　翔大 本田　康二 家住　利幸 勝敗 順位
10 栗原　翔大 足利高校
11 本田　康二 フリー

12 家住　利幸 サンデーTC

C1
氏名 クラブ名 藤倉　俊一 松村　美成 北林　優 勝敗 順位

13 藤倉　俊一 ラヴオール
14 松村　美成 足利高校

15 北林　優 ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ
C2

氏名 クラブ名 桑名　一瑠 木村  健嗣 内山　拓海 勝敗 順位
16 桑名　一瑠 フリー
17 木村  健嗣 サンデーTC

18 内山　拓海 足利高校

D1
氏名 クラブ名 福田　和行 田村　栞大 須藤　考耶 勝敗 順位

19 福田　和行 グラスホッパー

20 田村　栞大 足利高校

21 須藤　考耶 リバーテニススクール

D2
氏名 クラブ名 大澤　俊介 湯沢幸介 大鳥　紘明 勝敗 順位

22 大澤　俊介 足利高校
23 湯沢幸介 足利ローン

24 大鳥　紘明 グラスホッパー

第48回 両毛地区テニス大会（男子シングルス予選） 2021年10月2日

足利テニス協会



<試合方法> ６ゲームマッチ（6-6タイブレーク）

第48回 両毛地区テニス大会（男子シングルス予選） 2021年10月2日

足利テニス協会

E1
氏名 クラブ名 齋藤　向希 小針　力 久保田文一 勝敗 順位

25 齋藤　向希 足利高校
26 小針　力 グラスホッパー

27 久保田文一 足利ローン
E2

氏名 クラブ名 渡辺　宙之 大塚　琢己大野慎太郎 勝敗 順位
28 渡辺　宙之 サンデーTC
29 大塚　琢己 足利高校

30 大野慎太郎 Bloom

F1
氏名 クラブ名 蘇原　直人 吉田文彦 樋口　優希 勝敗 順位

31 蘇原　直人 リバーテニススクール

32 吉田文彦 みくりやＴＣ

33 樋口　優希 足利高校
F2

氏名 クラブ名 西岡大輝 篠崎　拓生 飯塚健 勝敗 順位
34 西岡大輝 Bloom
35 篠崎　拓生 足利高校

36 飯塚健 PATC

G1
氏名 クラブ名 戸田　雄晴 影山　裕右 岡　悟也 勝敗 順位

37 戸田　雄晴 リバーテニススクール

38 影山　裕右 ラヴオール

39 岡　悟也 足利高校
G2

氏名 クラブ名 斎藤統一 阿部　朔 石井　秀和 勝敗 順位
40 斎藤統一 PATC
41 阿部　朔 足利高校

42 石井　秀和 足利高校

H1
氏名 クラブ名 大川　伊佐雄小島　颯斗 岩瀬知亮 齋藤　隼斗 勝敗 順位

43 大川　伊佐雄 サンデーTC
44 小島　颯斗 足利高校
45 岩瀬知亮 PATC

46 齋藤　隼斗 足利高校



<試合方法> 1R～SF：８ゲームマッチ（6-6タイブレーク）

F：３セットマッチ

1R 2R 3R 4R SF F

1 福田諒平

8 大島達則

9 谷崎  悠真

16 高橋　正大

17 大森　拓馬

24 松村智也

25 江田　雄亮

32 福島　崇史

32

23

24

25

26

27

29

30

31

第48回 両毛地区テニス大会　（男子シングルス）
足利テニス協会

A

19

20

21

22

2021年10月16日 10月31日

28

13

14

15

16

サトウGTC福島　崇史

　BYE

サルトビ徳田　舜

サンデーTC

17

18

7

8

9

10

サンデーTC川島  正巳

　BYE

小松原  富茂次

 予選

　BYE

みくりやＴＣ堀越基好

サトウGTC江田　雄亮

足利ローン松村智也

サルトビ増子貴之

　BYE

 予選

キリウテニスクラブ川島大夢

　BYE

足利ローン福島裕二

サトウGTC大森　拓馬

バンブーヒップ高橋　正大

みくりやＴＣ中島善夫

 予選12

キマグー谷崎  悠真

足利ローン大島達則

ラヴオール鈴木　和彦

　BYE

11

 予選

ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ保田　寿

　BYE

ふぇぶれす栗原兼六

4

5

6

B

HIT福田諒平

A

チームU&T永松昭仁

　BYE

1

2

3



<試合方法> 1R～SF：８ゲームマッチ（6-6タイブレーク）

F：３セットマッチ

1R 2R 3R 4R SF F

第48回 両毛地区テニス大会　（男子シングルス）
足利テニス協会

2021年10月16日 10月31日

33 川添　章

40 田村憲一

41 柳田　一真

48 関　宏隆

49 江田　秀樹

56 松本　開渡

57 松葉直樹

64 石川　祥

33

34

石川　祥 足利ローン

63

64

BYE 　

植竹　徹 足利ローン

61

62

小松原　健斗 リバーテニススクール

B

BYE 　

57

58

松葉直樹 足利ローン

予選  

59

60

船越陽平 足利ローン

富田　悟郎 ラヴオール

53

54

予選  

松本　開渡 グラスホッパー

55

56

BYE 　

BYE 　

49

50

江田　秀樹 サトウGTC

志賀路朗 サルトビ

51

52

岡部昭男 足利ローン

佐々木　進 ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ

45

46

米川　　実 吉田が丘テニスクラブ

関　宏隆 ローズTG

47

48

BYE 　

BYE 　

41

42

柳田　一真 フィナリスタ

予選  

43

44

菅野尋文 NeXT

島田　祥伍 サルトビ

37

38

予選  

田村憲一 足利ローン

39

40

BYE 　

BYE 　

川添　章 サトウGTC

渡部英明 Bloom

35

36

上野　エレキ リバーテニススクール



<試合方法> 1R～SF：８ゲームマッチ（6-6タイブレーク）

F：３セットマッチ

1R 2R SF F

1 生井美智子

8 平野　愛美

9 関亦　美智

16 岩垂桃香

太田レディース

1 生井美智子 サンテニスクラブ

第48回 両毛地区テニス大会　（女子シングルス）

10月31日2021年10月16日

3 相場　玲那

足利テニス協会

中山七海 NeXT

下津　真梨絵(市外） ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ

2 BYE

リバーテニススクール

4 川村　優華

　

6

5

7 BYE 　

平野　愛美 リバーテニススクール

9 関亦　美智 フリー

8

BYE 　

11 廣田　寧々 リバーテニススクール

10

齊藤　妙子 山田TK

13 相場　優那 リバーテニススクール

12

春山　友代 山田テニス企画

15 BYE 　

14

岩垂桃香 FAIRWIND16



<試合方法> 1R～SF：８ゲームマッチ（6-6タイブレーク）

F：３セットマッチ

1R 2R 3R

1 関野将司 セイシェル

石川　祥 足利ローン

2 BYE 　

BYE 　

3 手塚　修 館林ローン

手塚　基文 館林ローン

4 渡部英明 Bloom

高橋朋伸 Bloom

5 谷崎 悠真 キマグー

大高 徹 キマグー

6 山下　隼 サルトビ

徳田　舜 サルトビ

7 長竹　暁 バンブーヒップ

高橋　正大 バンブーヒップ

8 去田　巧 ラヴ・オール

遠藤　航太 HIT

9 大島達則 足利ローン

両角賢一郎 HONDA

10 吉田文彦 みくりやＴＣ

佐藤雅典 みくりやＴＣ

11 久保田文一 足利ローン

湯沢幸介 足利ローン

12 鈴木　宏征 （株）栃木銀行

仲澤　聖人 ウィンディ

13 関口直也 Bloom

大塚未宇 Bloom

14 市野沢義行 みくりやＴＣ

ソンバット・スリヤチャン みくりやＴＣ

15 北林　優 ジャルダン

川島　正巳 サンデー

16 菅野尋文 NeXT

薄井啓輔 Bloom

17 柳　敏幸 足利ローン

田村憲一 足利ローン

18 荘司  和男 サンデーTC

木村  健嗣 サンデーTC

19 田島　基豪 アキレス

山藤　博之 紅しょうが

20 藤倉　俊一 ラヴ・オール

鈴木　和彦 ラヴ・オール

21 佐々木　進 ジャルダン

廣田　晴紀 Dream

22 神山好弘 キリウテニスクラブ

岡田英明 キリウテニスクラブ

23 御厨　太佑 太田テニスクラブ

齋藤　将之 太田テニスクラブ

24 宮澤保志 足利ローン

松村智也 足利ローン

25 小暮真弘 Bloom

大野慎太郎 Bloom

26 福田健一 足利ローン

関　克之 足利ローン

27 柴崎邦夫 みくりやＴＣ

堀越基好 みくりやＴＣ

28 植竹　徹 足利ローン

岡部昭男 足利ローン

29 松葉直樹 足利ローン

新井祐介 足利ローン

30 富田　悟郎 ラヴ・オール

荘　隆俊 新田クラブ

31 中島善夫 みくりやＴＣ

影山祐右 ラヴオール

32 大和秀行 足利ローン

河内良太 足利ローン

第48回 両毛地区テニス大会　（男子ダブルス）

B

A

B

11月13日

FSF

足利テニス協会

A

10月30日



＜試合方法＞ 1R～SF：8ゲームズプロセットマッチ(8-8・ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)　

F：３セットマッチ

１R ２R ３R SF F

1 秋山　勝美 リバーテニススクール

磯部　みよ子 TEAM　SWAY

2 春山　陽子 足利エースアカデミー

春山　天花 足利エースアカデミー

3 赤坂　小百合 足利みなみ

石川　さよみ 足利みなみ

4 田巻明日美 足利ローン

小松原博子 ラヴ・オール

5 野中　かな江 ユニティ（ＵＮＴ）

田口　紀子 昭和電工マスターズ

6 岩見英恵 peace

山田規子 peace

7 三ツ橋 亜希子 ビックサーズデイ

関亦　美智 フリー

8 星野ますみ 足利ローン

平山和美 前ク

9 中山七海 NeXT

栗原里奈 D/F

10 新井　仁美 一筆TC

梅原　久代 一筆TC

11 中山由美子 チームU&T

高橋文子 館林ローン

12 芝沼とも子 UITC

荻野玲子 UITC

13 松本　恭子 ラヴ・オール

鈴木　貴子 ラヴ・オール

14 飯塚朋美 サンテニス

佐山幸子 エンデバー

15 岸喜世子 つばめかえし

大島命子 フリー

16 韮塚　洋子 リバーテニススクール

福宮　恵子 リバーテニススクール

17 白石　静代 Burj

山﨑　美奈子 ローズTG

18 重松　千恵子 足利エースアカデミー

沖田　恵子 RIZU

11月13日

第48回 両毛地区テニス大会　（女子ダブルス）
足利テニス協会

10月30日


