
   平成29年度 横浜市テニス協会行事報告      第1号議案 

  (平成29年4月1日～平成30年3月31日） 

開催期日 行 事 名 成 績 (優 勝 者)等 

平成29年 

4月１日～6月３日 

      

   

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4月8日･9日 23日  

 3月～7月  

第71回横浜市民体育大会 

   テニス競技(ダブルス)      

     [各市営コート]              

[一般男子] 201 [男50才] 59 [女40才] 23 

[一般女子] 74  [男55才] 51[女45才] 33 

[男35才]  15 [男60才] 23 [女50才] 33 

[男40才] 33 [男65才] 26 [女55才] 13 

[男45才]  64 [男70才] 10 [女60才]  9   

           [男75才] 10 

  合計677組(前年比50組減) 

市民春季ｼﾆｱﾃﾆｽ教室  参加者53名  

   4月4日～6月6日(火)8回   

市民ﾃﾆｽ教室(4月～11月迄6回)       

延べ510名参加、雨天中止9月・10月 

PLAY＆STAY導入小学生69名参加 

 

第41回全日本都市対抗県予選 

第64回横浜実業団対抗ﾃﾆｽ大会 

[一般男子]青山・松本(ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜・ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜) 

[一般女子]梅田・眞仁田（在住・ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS根岸） 

[男35才]荒井・原口（在住・在住） 

[男40才]小山・鈴木(Tﾌﾟﾗｻﾞ戸塚・Tﾌﾟﾗｻﾞ戸塚) 

[男45才]勝間・長田(横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝTC・ｹﾝｳｯﾄﾞTC) 

[男50才]広野・阿辺（夢見会・夢見会） 

[男55才]尾形・伊村（TeamEX・在住) 

[男60才]浜條･福田(在住･亀の甲山TC) 

[男65才]原口・荒木（東芝横浜T部・東芝横浜T部） 

[男70才]深沢・長谷川（ﾕﾆｰｸｽ本牧・ﾕﾆｰｸｽ本牧） 

[男75才]木下・有本(在住・TGﾚﾆｯｸｽ) 

[女40才]兵藤・佐治（在勤・YITC） 

[女45才]小野澤・伊藤（ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜・在住） 

[女50才]由良・小川（在勤・在住） 

[女55才]柴田・富田（YSC・YSC） 

[女60才]小林・十河（YSC・YSC） 

優勝 

[男子優勝]横浜銀行 [女子優勝]三菱化学横総研A 

5月13日･7月15日 

5月8日～12日 

公立中学校ﾃﾆｽ部新人部員練習会(講習会)     

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ(５月大会) 
 

単113名、複24組 

7月8,9日 

7月20日～7月23日 

7月8日～7月30日 

第14回都市間交流ｽﾎﾟｰﾂ大会 [神戸市] 

全日本都市対抗[福井] 

第53回横浜市団体テニスﾄｰﾅﾒﾝﾄ 

一般男子55,女子14＝69ﾁｰﾑ 

男子ｼﾆｱ29,女子ｼﾆｱ15＝44ﾁｰﾑ   

 合計113ﾁｰﾑ（前年比 27ﾁｰﾑ減）  

5位 

ﾍﾞｽﾄ8 

[一般男子] とつかTC（ARASHI)   

[一般女子] ＴＡＳ 

[ｼﾆｱ男子]  亀の甲山ＴＣ（Ａ）   

[ｼﾆｱ女子] ＹＳＣ （ひまわり） 

7月22日～8月11日 

8月6日～13日   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月～12月 

8月14日～18日 

ｼﾞｭﾆｱ競技力向上事業(強化練習6日間) 

第10回横浜親子ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ   

 

［小3父］15   ［中女］ 7 

［小3母］ 6   ［中混］19 

［小6父］30   ［高男］14 

［小6母］12   ［高女］ 5 

［中男］ 35   ［高混］12 

 155組(前年比12組増) 

 

 

第65回横浜実業団対抗ﾃﾆｽ大会 

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ(８月大会) 

小学生13名,中学生45名,高校生20名合計78名 

[小学生3年父]高村剛・颯（在勤） 

[小学生3年母]奥山律子・輝咲（Vamos） 

[小学生6年父]佐藤淳・遙太（在住） 

[小学生6年母]原田彩子・朗（YITC） 

[中学生男子]剱物健太郎・蒼太(本郷台T同好会･ﾗｯｸ港南台TG) 

[中学生女子]宮内由佳・汐夏（在住・ﾚﾆｯｸｽTS） 

[中学生混合]森野浩一郎・晴海（橘TA・橘TA） 

[高校生男子]堀池正之・哲平（在住） 

[高校生女子]秋吉真須美・美夜（在住・ﾗｯｸ港南台TG） 

[高校生混合]高橋秀企・葉生（在住） 

 [男子優勝]横浜銀行 [女子優勝]旭硝子中研 

単204名、複32組 

9月5日～１１月21日 

9月９日～１２日 

9月9日、10月28日 

9月27日  

9月23日(土・祭)   

  

市民秋季ｼﾆｱﾃﾆｽ教室 

ねんりんピックあきた大会 

第40回クラブ対抗横浜地区予選 

第29回市民ﾏｽﾀｰｽﾞ大会[山手ｺｰﾄ] 

テニスの日(ｽﾎﾟﾚｸ横浜)本牧4面 

 

参加者33名 全8回 雨天中止2回 

リーグ2位グループ優勝 

優勝：横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝTC 

参加者 48名 

参加者 80名 

    



10月14日～12月17日 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月23日～27日 

第42回横浜市民体育大会 

  テニス競技(シングルス) 

     [各市営コート] 

[一般男子] 331  [男55才] 123 [女40才] 13 

[一般女子]  65  [男60才]  76  [女45才] 30 

[男35才]  51  [男65才]  67  [女50才] 33 

[男40才]  94  [男70才]  37  [女55才] 26 

[男45才] 126  [男75才]  21  [女60才] 12 

[男50才] 136  [男80才]   6  [女65才]  3    

   

 18種目合計1,250名(前年比79名減)      

         

           

 

 

 

 

 

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ(10月大会) 

[一般男子]佐々木剛 （ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜）    

[一般女子]森川奈穂（在住（日本体育大学）） 

[男35才]河村一成 （ﾗｯｸ港南台TG）        

[男40才]代田和洋 （とつかTC） 

[男45才]長田祐治 （ｹﾝｳｯﾄﾞTC） 

[男50才]田中久敬  (AGC庭球倶楽部) 

[男55才]古城門晋  (在勤） 

[男60才]横井 誠 （在住） 

[男65才]原口貴史 （東芝横浜T部） 

[男70才]長谷川隆 (ﾕﾆｰｸｽ本牧） 

[男75才]岡本毅 (ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞTC本郷) 

[男80才]築野淳司 (東急あざみ野TG) 

[女40才]池谷綾子（Vamos） 

[女45才]窪田美紀 (ﾖｺﾊﾏｸﾗﾌﾞ) 

[女50才]萩野一枝 (在住） 

[女55才]鈴木裕美子（横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝTC)      

[女60才]鈴木聡子（ﾖｺﾊﾏｸﾗﾌﾞ） 

[女65才]原綾子（大塚TC） 

単203名、複41組 

12月24日 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝﾌｴｽﾃｨﾊﾞﾙ 新横浜10面 [優勝]ﾁｰﾑ20代！！ 

新横浜公園ｶｯﾌﾟ 24ﾁｰﾑの団体戦 

平成30年 

1月4日～1月21日 

  

  

 

 

1月12日～14日 

第24回横浜ジュニアテニスﾄｰﾅﾒﾝﾄ 

 （シングルス) [各市営コート] 

[男子高校生]   934   [女子高校生]   525 

[男子中学生以下] 391   [女子中学生以下] 278  

[男子小学生以下]  96   [女子小学生以下]  30 

  合計2,254名 前年比215名減 

第38回横浜選抜室内選手権大会  

        [横浜国際プールｲﾝﾄﾞｱテニスコート] 

[男子単] 24人[女子複] 7組  [女子壮年複] 6組 

[男子複] 13組[男子壮年単] 10人 

[女子単] 16人[男子壮年複] 8組    

  参加選手77名   

ﾃﾆｽ教室参加者 31名 

[男 子 高 校 生] ｶｯｸﾙ 小島碧 （サンモールI.S.） 

[女 子 高 校 生] 齋藤 真佳   （桜丘高校） 

[男子中学生以下] 増川 翔太  （レニックスT.S.） 

[女子中学生以下] 坂野 文南  （富岡中学校） 

[男子小学生以下] 堀江 泰生   （ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙT.S.） 

[女子小学生以下] 明場 凛    （緑園西小学校） 

[男  子  単]佐野有佑（法政大学第二高校）  

[男  子  複]平岡・佐野（ＫＴＣ・法政二校） 

[女  子  単]大川美佐（法政大学第二高校）  

[女  子  複]梅田・真仁田（リーファＴＧ・ダンロップ 

テニススクール） 

[男子壮年単]長田 祐治（ケンウッドＴＣ）  

[男子壮年複]輿石・浅井（川口市）  

[女子壮年複]梅田･松尾（ﾘｰﾌｧTG･ｴﾊﾞｸﾞﾘｰﾝTF横浜） 

2月4日～2月18日 

        
第1７回横浜市民体育大会ﾃﾆｽ競技 

(ミックスダブルス)[各市営コート] 

 [一般ﾐｯｸｽ] 86組 [90才]  30組 

 [100才] 39組 ［110才］42組 

［120才］ 30組 ［130才］21組 

  合計248組 前年比15組減 

[一般]加藤･中村(（在住･在住) 

[90才]宇賀神･東條(塩見塾・ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜) 

[100才]宮下･古賀(Ｔプラザ戸塚) 

[110才]久保田･鈴木(亀の甲山TC･横浜GTC） 

[120才]遠藤･本郷(Ｖａｍｏｓ） 

[130才]富田･佐伯(在住・在住) 

 川口市都市交歓ﾃﾆｽ大会（中止）  

 


