
平成31・令和元年度 横浜市テニス協会行事報告 

 (平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日） 

開催期日 行 事 名 成 績 (優 勝 者)等 

平成31年 

4月6日～5月12日 

      

   

   

  

  

  

 

 

4月2日～6月18日 

 

 

4月～11月 

 

 

 

 

4月6,7日  

3月～7月  

第73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] 173 [男50才] 61 [女40才] 22 

[一般女子]  51 [男55才] 49 [女45才] 21 

[男35才]  14 [男60才] 24 [女50才] 34 

[男40才] 21 [男65才] 18 [女55才] 18 

[男45才]  50 [男70才] 15 [女60才] 10   

           [男75才]  7 [女65才]  3 

17種目合計591組(前年比31組減) 

市民春季シニアテニス教室 

[長浜・富岡西ｺｰﾄ] 

(火) 全 8 回  参加者52名 

市民テニス教室  

[本牧ｺｰﾄ] 

全6回中6回(午前の部は5回)実施   

参加者延べ510名(ジュニア69名含) 

PLAY＆STAY導入  

第43回全日本都市対抗県予選 

第68回横浜実業団対抗テニス大会 

[一般男子]市瀬・市瀬(ラック港南台TG) 

[一般女子]河村・星(GODAI白楽・在勤(セサミSC大船) 

[男35才]原口・荒井(在住） 

[男40才]小沢・谷(10 FIELD TS・とつかTC) 

[男45才]小山・鈴木(Tプラザ戸塚) 

[男50才]古賀・宮下(Tプラザ戸塚) 

[男55才]飯沼・本間(Tプラザ戸塚) 

[男60才]和田・田村(サリュートTS・在住) 

[男65才]諏訪・三田(Tプラザ戸塚・TGレニックス)  

[男70才]渡会・藤本(ケンウッドTC) 

[男75才]木下・馬杉(在住・TGレニックス) 

[女40才]東條・神田(在住・Team Coke) 

[女45才]松尾・梅田(瀬谷グリーンTC・在住)  

[女50才]田邉・今井(在住・YSC)  

[女55才]古川・山口(市ヶ尾TC・ウエスト横浜TC)  

[女60才]西間木・山内(TGレニックス・Tプラザ戸塚) 

[女65才]畠山・木村(ユニークス本牧・在住) 

 

3位 

[男子優勝]神奈川県庁B [女子優勝]AGC中研 

5月8日～10日 

5月11日 

5月15日 

5月25日 

横浜ベテラントーナメント(5月大会) 

公立中学校テニス部員講習会[新横浜] 

ねんりんピック和歌山大会選考会[山手] 

定期総会 

単161名、複0組 

36名 

[男子70才]2組 [男子60才]8組 [女子60才]3組 

7月6日～7月28日 

 

 

 

7月6,7日 

7月15日 

7月21日 

 

7月20日～8月10日 

7月31日～8月7日 

第56回横浜市団体テニストーナメント 

[一般男子]47ﾁｰﾑ   [一般女子]13ﾁｰﾑ 

[ｼﾆｱ男子]27ﾁｰﾑ   [ｼﾆｱ女子]12ﾁｰﾑ   

4種目合計99ﾁｰﾑ(前年比 5ﾁｰﾑ減) 

第16回都市間交流スポーツ大会 [大阪市] 

公立中学校テニス部員講習会[新横浜] 

スポーツ･レクリェーションフエスティバル 

新横浜公園カップ(夏の陣)[運営協力] 

ジュニア競技力向上(強化練習6日間) 

横浜サマージュニアテニストーナメント 

[一般男子]Naturally Tennis 

[一般女子]TAS 

[ｼﾆｱ男子] Tﾌﾟﾗｻﾞ戸塚(クレッシェンド)   

[ｼﾆｱ女子]YSC(ひまわり) 

3位 

雨天中止(申込人数128名) 

 

 

小学生7名,中学生33名,高校生2名 合計42名 

単256名(予選230名） 

8月4日,11日   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月～12月 

8月13日～16日 

第12回横浜親子ダブルストーナメント   

 

［小3父］19   ［中 女］ 4 

［小3母］ 5   ［中 混］13 

［小6父］29   ［高 男］15 

［小6母］ 7   ［高 女］ 5 

［中 男］23   ［高 混］ 8 

10種目合計128組(前年比8組増) 

 

 

第69回横浜実業団対抗テニス大会 

横浜ベテラントーナメント(8月大会) 

[小3父]原口崇・礼(在住・YSC) 

[小3母]原田彩子・菜月(ラック港南台TG・YITC) 

[小6父]伊藤俊介・陽(横浜市役所・別所小学校) 

[小6母]梅田真由美・琉聖(在住) 

[中男子]中田義之・琢海(神奈川県庁・在住) 

[中女子]剱物郁子・若菜(ラック港南台TG・本郷台テニス同好会) 

[中混合]横田真人・唯(橘TA) 

[高男]神田喜一郎・喜慧(Team Coke) 

[高女]田中史子・理緒(在住） 

[高混合]荒井一朗・晴(在住） 

[男子優勝]横浜銀行 [女子優勝]三菱ケミカルSIC A 

単154名、複29組 



9月3日～11月19日 

 

9月4日 

9月15日 

 

9月23日 

市民秋季シニアテニス教室 [山手] 

全 8 回   

第30回市民マスターズ大会 [山手] 

第42回クラブ対抗テニストーナメント 

(神奈川県クラブ対抗戦横浜地区予選) 

テニスの日 [新横浜ｺｰﾄ] 

参加者39名 

 

参加者61名 

予選が必要でなくなったため中止 

 

参加者113名   

10月5日～12月28日 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月22日～28日 

第44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] 332  [男55才] 144 [女40才] 17 

[一般女子]  47  [男60才]  86  [女45才] 26 

[男35才]  37  [男65才]  74  [女50才] 39 

[男40才]  62  [男70才]  41  [女55才] 28 

[男45才] 119  [男75才]  23  [女60才] 13 

[男50才] 168  [男80才]  10  [女65才]  5    

   

18種目合計1,271名(前年比51名増) 

         

           

 

 

 

 

 

横浜ベテラントーナメント(10月大会) 

[一般男子]佐藤大耀(ASP港南台TS)    

[一般女子]鵜飼日菜乃(在住) 

[男35才]長嶋健一(GODAI港北)        

[男40才]河村一成(ラック港南台TG) 

[男45才]鈴木 譲(Tプラザ戸塚) 

[男50才]長田祐治(ケンウッドTC) 

[男55才]伊村裕治(在住) 

[男60才]宮島信行(JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ中研) 

[男65才]光浪増一(ウエスト横浜TC) 

[男70才]鉢蝋 修(和泉TC) 

[男75才]小川正澄(在住) 

[男80才]有本誠一郎(TGﾚﾆｯｸｽ) 

[女40才]森野真樹(GODAI白楽) 

[女45才]山川美和(和泉TC) 

[女50才]窪田美紀(ヨコハマクラブ) 

[女55才]鈴木由美子(横浜ガーデンTC)     

[女60才]和田乃里子(ユニークス本牧) 

[女65才]鈴木聡子(ヨコハマクラブ) 

単236名 複44組 

11月9日～12日 

 

11月24日 

第32回全国健康福祉祭和歌山大会 

ねんりんピック紀の国わかやま2019 

ルール実技研修会［日の出川］ 

 

2位グループ3位 

高校生対象のルール実技研修会として実施 

令和2年 

1月4日～2月11日 

  

  

 

 

1月11日～13日 

第26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] 

[高校生男子]   831   [高校生女子]   433 

[中学生以下男子] 351   [中学生以下女子] 237 

[小学生以下男子]  63   [小学生以下女子]  19 

6種目合計1,934名(前年比179名減) 

第40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名 [女子複] 9組  [女子壮年複] 6組 

[男子複]  9組 [男子壮年単] 12名 

[女子単] 16名 [男子壮年複] 11組    

7種目71名 

ﾃﾆｽ教室参加者 52名 

[高 校 生 男 子]森川涼太郎(サレジオ学院) 

[高 校 生 女 子]岡野 鈴(桐蔭学園） 

[中学生以下男子]堀江 泰生(在住(リーファITA） 

[中学生以下女子]黒澤彩乃(岡野中学校） 

[小学生以下男子]石ケ森鉄平(橘TA) 

[小学生以下女子]塩津 愛(YSC) 

[男  子  単]竹内健人(足柄ローンTC)  

[男  子  複]石井晃・加藤大地(湘南ローンTC・三井住友海上) 

[女  子  単]吉川ひかる(リビエラ逗子マリーナTC))  

[女  子  複]竹内あやか・小松茉莉奈(法政大学) 

[男子壮年単]佐藤仁則(葉山TC)  

[男子壮年複]岩波広明・谷英三(とつかTC)  

[女子壮年複]寺田･村田(Team Coke) 

2月8日～2月29日 

        
第19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]  67組 [ 90才]  44組 

 [100才] 42組 ［110才］ 36組 

［120才］ 35組 ［130才］ 26組 

  6種目合計250組(前年比2組増) 

[一 般]鈴木・梅田(とつかTC) 

[ 90才]青山・寺田(Team Coke) 

[100才]遠藤・坂上(あざみ野LTC) 

[110才]富田・兼松(ケンウッドTC） 

[120才]高柳・鈴木(亀の甲山TC・ヨコハマクラブ） 

[130才]松原・長谷場(松原TC横浜) 

3月28日 市指導員研修会 [本牧]  
 


