
   平成30年度 横浜市テニス協会行事報告      第1号議案 

  (平成30年4月1日～平成31年3月31日） 

開催期日 行 事 名 成 績 (優 勝 者)等 

平成30年 

4月1日～5月12日 

      

   

   

  

  

  

 

 

4月10日～6月12日 

 

 

4月～11月 

 

 

 

4月7,8日  

3月～7月  

第72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] 185 [男50才] 55 [女40才] 22 

[一般女子]  55 [男55才] 52 [女45才] 29 

[男35才]  14 [男60才] 25 [女50才] 38 

[男40才] 22 [男65才] 25 [女55才] 14 

[男45才]  54 [男70才] 13 [女60才]  7   

           [男75才]  8 [女65才]  3 

17種目合計622組(前年比55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59名 

市民テニス教室  

[本牧ｺｰﾄ] 

全6回中6回実施  参加者延べ609名 

PLAY＆STAY導入 ｼﾞｭﾆｱ90名参加 

第42回全日本都市対抗県予選 

第66回横浜実業団対抗テニス大会 

[一般男子]長岐・吉澤(在勤・ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜) 

[一般女子]村田・寺田(Team Coke・ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜) 

[男35才]荒井・原口（在住） 

[男40才]小山・鈴木(Tﾌﾟﾗｻﾞ戸塚) 

[男45才]松島・松丸(ﾗｯｸ港南台TG) 

[男50才]古賀・宮下(Tﾌﾟﾗｻﾞ戸塚) 

[男55才]橋爪・藤井(在住・ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ天王町) 

[男60才]和田・田村(ｻﾘｭｰﾄTS・ﾗｯｸ港南台TG) 

[男65才]紀野・福田(亀の甲山TC)  

[男70才]鉢蠟・成田(和泉テニスクラブ) 

[男75才]有本・木下(TGﾚﾆｯｸｽ・在住) 

[女40才]東條・神田(ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜・Team Coke) 

[女45才]梅田・松尾(在住・ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜)  

[女50才]藤原・橋本(在住)  

[女55才]田原・上村(在住・杉田ｺﾞﾙﾌ場Tｺｰﾄ)  

[女60才]柴田・富田(YSC) 

[女65才]畠山・木村(ﾕﾆｰｸｽ本牧・在住) 

優勝 

[男子優勝]千代田化工 [女子優勝]資生堂研究所 

5月7日～11日 

5月16日 

5月27日,6月3日 

5月27日 

横浜ベテラントーナメント(5月大会) 

ねんりんピック富山大会選考会[山手] 

公立中学校テニス部員講習会[新横浜] 

定期総会 

単132名、複26組 

[男子70才]4組 [男子60才]7組 [女子60才]3組 

6月24日 

 

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝﾌｴｽﾃｨﾊﾞﾙ 

新横浜公園カップ(夏の陣)[運営協力] 

雨天中止 

 

7月1日～8月4日 

 

 

 

7月14,15日 

7月22日～8月11日

7月26～29日 

7月31日～8月2日 

第55回横浜市団体テニストーナメント 

[一般男子]57ﾁｰﾑ   [一般女子]15ﾁｰﾑ 

[ｼﾆｱ男子]21ﾁｰﾑ   [ｼﾆｱ女子]11ﾁｰﾑ   

4種目合計104ﾁｰﾑ(前年比 9ﾁｰﾑ減) 

第15回都市間交流スポーツ大会 [京都市] 

ジュニア競技力向上(強化練習5日間) 

全日本都市対抗[茨城] 

横浜サマージュニアテニストーナメント 

[一般男子]とつかTC(ARASHI)   

[一般女子]Naturally Tennis 

[ｼﾆｱ男子]亀の甲山TC(Ａ)   

[ｼﾆｱ女子]Tﾌﾟﾗｻﾞ戸塚(ｷﾞﾘｷﾞﾘｼｽﾀｰｽﾞ) 

2位 

小学生5名,中学生35名,高校生17名 合計57名 

ﾍﾞｽﾄ8 

単256名(予選188名） 

8月5日,12日   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月～12月 

8月13日～17日 

第11回横浜親子ダブルストーナメント   

 

［小3父］11   ［中 女］ 3 

［小3母］ 2   ［中 混］ 9 

［小6父］31   ［高 男］16 

［小6母］12   ［高 女］ 6 

［中 男］26   ［高 混］ 4 

10種目合計120組(前年比35組減) 

 

 

第67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]林 直樹・優成(橘Tｱｶﾃﾞﾐｰ) 

[小3母]宮本千晶・翔太(在住・YC&AC) 

[小6父]坂野仁清・生奈(在住･ﾚﾆｯｸｽTS) 

[小6母]長井久仁子・佑真(ﾚﾆｯｸｽTS) 

[中男子]免出長久・陽(在住・市立桂台中学校) 

[中女子]金本純子・夢菜(GODAI港北) 

[中混合]荒井一朗・晴(在住) 

[高男]松本康樹･大貴(BLACKSOX･慶応湘南藤沢高等部) 

[高女]秋吉真須美・美夜(在住） 

[高混合]剱物郁子･蒼汰(本郷台ﾃﾆｽ同好会･ﾗｯｸ港南台TG） 

[男子優勝]千代田化工A [女子優勝]AGC中研 

単122名、複27組 



9月1日 

 

9月4日～11月13日 

 

9月5日 

9月23日 

第41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) 

市民秋季シニアテニス教室 [山手ｺｰﾄ] 

全 7 回  参加者27名 

第30回市民マスターズ大会 [山手ｺｰﾄ] 

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝﾌｴｽﾃｨﾊﾞﾙ･TBS 

テニスの日 [新横浜ｺｰﾄ] 

[優勝] YSC(横浜ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ) 

 

 

 

参加者54名 

参加者127名   

個別ｲﾍﾞﾝﾄ新人賞受賞 (ﾃﾆｽの日推進協議会より) 

10月8日 

 

10月6日～12月23日 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月22日～26日 

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝﾌｴｽﾃｨﾊﾞﾙ  

新横浜公園カップ(秋の陣) [運営協力] 

第43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] 342  [男55才] 128 [女40才] 21 

[一般女子]  64  [男60才]  85  [女45才] 30 

[男35才]  57  [男65才]  75  [女50才] 33 

[男40才]  65  [男70才]  44  [女55才] 26 

[男45才] 152  [男75才]  26  [女60才]  7 

[男50才] 158  [男80才]   8  [女65才]  3    

   

18種目合計1,324名(前年比74名増) 

         

           

 

 

 

 

 

横浜ベテラントーナメント(10月大会) 

[優勝]正継様の試打会 

 19ﾁｰﾑの団体戦 

[一般男子]笠原  翔(ﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞやよい台)    

[一般女子]小林美早紀(在住) 

[男35才]河村一成(ﾗｯｸ港南台TG)        

[男40才]奥田昌宏(在勤(ｾｻﾐ大船)) 

[男45才]岡田  要(在勤) 

[男50才]長田祐治(ｹﾝｳｯﾄﾞTC) 

[男55才]渡邊伸之(在勤) 

[男60才]宮島信行(JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ中研) 

[男65才]内海正雄(YSC) 

[男70才]石川隆一(横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝTC) 

[男75才]小川正澄(在住) 

[男80才]尾崎隆夫(TGﾚﾆｯｸｽ) 

[女40才]原  紳子(ﾄｯﾌﾟｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ横浜) 

[女45才]山川美和(和泉ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

[女50才]信近三恵(ﾄｯﾌﾟｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ横浜) 

[女55才]大久保圭子(下川井TC)     

[女60才]和田乃里子(亀の甲山TC) 

[女65才]中嶋幸江(瀬谷ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

単236名 複44組 

11月3日～5日 第31回全国健康福祉祭とやま大会 

ねんりんピック富山2018 

4位グループ2回戦 

平成31年 

1月4日～1月27日 

  

  

 

 

1月11日～13日 

第25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]   854   [高校生女子]   456  

[中学生以下男子] 415   [中学生以下女子] 288  

[小学生以下男子]  66   [小学生以下女子]  34 

6種目合計2,113名(前年比141名減) 

第39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    

ﾃﾆｽ教室参加者 22名 

[高 校 生 男 子]堀池哲平(在住(青山学院高等部)) 

[高 校 生 女 子]髙橋莉菜(横浜商大高校） 

[中学生以下男子]石井凌馬(Team YUKA） 

[中学生以下女子]瀬戸  凪(橘学苑） 

[小学生以下男子]小林  白(Naturally Tennis) 

[小学生以下女子]明場  凛(YSC) 

[男  子  単]徳  航太(法政大学第二高校)  

[男  子  複]徳・米田(法政大学第二高校) 

[女  子  単]下地奈奈(法政大学)  

[女  子  複]蛸井・竹内(法政大学) 

[男子壮年単]須長直彦(ﾎﾟｰﾁ)  

[男子壮年複]輿石・浅井(川口市)  

[女子壮年複]寺田･村田(Team Coke) 

2月9日～2月24日 

        
第18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]  82組 [ 90才]  37組 

 [100才] 44組 ［110才］ 39組 

［120才］ 22組 ［130才］ 23組 

  6種目合計248組(前年比1組減) 

[一 般]笠原･鈴木(ﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞやよい台･在住) 

[ 90才]宇賀神･東條(塩見塾・在住) 

[100才]岡田･新美 (在住・希望が丘ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 

[110才]久保田･鈴木(亀の甲山TC･横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝTC） 

[120才]村田･住田(Vamos） 

[130才]倉田･鈴木(港南ｶﾞｰﾃﾞﾝTC・ﾖｺﾊﾏｸﾗﾌﾞ) 

 


