
 

令和3年度 横浜市テニス協会行事報告 

 (令和 3 年 3 月 31 日～令和 4 年 3 月 31 日） 

開催期日 行 事 名 成 績 (優 勝 者)等 

令和3年3月～7月 

4月3日～5月23日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月3,4日  

 

4月6日～6月22日 

 

4月～11月 

第72回横浜実業団対抗テニス大会 

第75回横浜市民体育大会テニス競技(ダブ

ルス) [各市営コート] 

17種目合計568組(前年比34組減) 

[一般男子] 155  [男55才]  46 [女40才] 22 

[一般女子]  51  [男60才]  39  [女45才] 17 

[男35才]  13  [男65才]  16  [女50才] 27 

[男40才]  20  [男70才]  21  [女55才] 25 

[男45才]  42  [男75才]   7  [女60才]  9 

[男50才]  54  [男80才]   0  [女65才]  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第45回全日本都市対抗県予選会 

[県立スポーツセンター] 

市民春季シニアテニス教室 

[富岡西・長浜] 

市民テニス教室 [本牧] 

中止 

[一般男子]市瀬祐輝・市瀬知輝（ラック港南台ＴG） 

[一般女子]中村よし乃・梶原千夏（在住・三菱重工横浜） 

[男35才]原口崇・荒井崇彰（在住） 

[男40才]水野大豊・安西功 

(在勤（TMKテニススクール）・IZUMI TC） 

[男45才]春山道夫・鈴木譲（テニスプラザ戸塚） 

[男50才]丸山琢磨・細川慎一 

(本郷台テニス同好会・亀の甲山ＴＣ） 

[男55才]武石隆雄・伯耆匡知(亀の甲山TC・ラック港南台TG) 

[男60才]門田隆・萩原公康（Ｖａｍｏｓ） 

[男65才]紀野政明・脇田茂（亀の甲山ＴＣ） 

[男70才]石田秀夫・東方容三 

(横浜スポーツマンクラブ・亀の甲山ＴＣ） 

[男75才]馬杉秩彦・小川正澄（ＴＧレニックス・在住） 

[女40才]山内紀子・三浦早英子（在住・ウッドテニス） 

[女45才]梅田真由美・松尾あゆみ(在住・瀬谷グリーンTC） 

[女50才]小川恭子・杉崎美智子（下川井ＴＣ） 

[女55才]長谷場美智子・泉 奈緒美（松原ＴＣ横浜） 

[女60才]西間木純枝・山内文子(松原TC横浜・テニスプラザ戸塚) 

[女65才]木村多江子・畠山美知子(松原TC横浜・ユニークス本牧) 

 

 

中止 

 

 

5月10日～14日 

5月6日 

5月16日 

5月23日 

横浜ベテラントーナメント(5月大会) 

ねんりんピック岐阜大会選考会 [山手] 

新横浜公園カップ(夏の陣) [新横浜] 

令和3年度定時総会 

単149名 複9組 

 

運営協力 

書面開催 

6月29,30日 新横浜オープン(6月大会) [新横浜]  

7月4日 

7月4日～8月9日 

 

 

 

 

7月11,12日 

7月18日～8月8日 

7月27日～8月3日 

審判員講習会 [日ノ出川] 

第58回横浜市団体テニストーナメント 

[各市営ｺｰﾄ] 

4種目合計102チーム 

[一般男子] 41  [シニア男子] 33 

[一般女子] 15  [シニア女子] 13 

第17回都市間交流スポーツ大会[名古屋市] 

ジュニア競技力向上(強化練習5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]とつかTC 

[シニア男子]Team Coke（オヤジ組） 

[シニア女子]ＴＡＳ 

 

中止 

 

 

8月2日～30日   

8月11日～18日 

8月31日～9月1日 

第12回横浜親子ダブルストーナメント   

横浜ベテラントーナメント(8月大会) 

新横浜オープン(8月大会)[新横浜] 

中止 

中止 

中止 

9月～12月 第73回横浜実業団対抗テニス大会  中止 



 

9月1日～11月17日 

9月2日 

9月23日 

市民秋季シニアテニス教室 [山手]    

第30回市民マスターズ大会 [山手]  

テニスの日 [本牧]   

中止 

中止 

中止 

10月3日～ 

12月27日 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月9日 

10月12,13日 

10月19日～25日 

 

10月30日～11月2日 

 

第45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] 

18種目合計1,351名(前年比18名増) 

[一般男子] 367  [男55才] 163 [女40才] 19 

[一般女子]  59  [男60才]  89  [女45才] 27 

[男35才]  42  [男65才]  68  [女50才] 42 

[男40才]  71  [男70才]  50  [女55才] 31 

[男45才] 118  [男75才]  17  [女60才] 16 

[男50才] 160  [男80才]   8  [女65才]  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新横浜公園カップ(秋の陣) [新横浜] 

新横浜オープン(10月大会) [新横浜] 

横浜オータムベテラントーナメント大会 

[三ッ沢、本牧] 

第33回全国健康福祉祭岐阜2021 

スポーツ･レクリェーションフエスティバル 

[一般男子]市瀬知輝（ラック港南台ＴG） 

[一般女子]山本理佳（ＧＯＤＡＩ白楽） 

[男35才]鈴木翔（ＡＳＰ港南台ＴＳ） 

[男40才]河村一成（ラック港南台ＴG） 

[男45才]岡田 要（在勤） 

[男50才]山内 卓（ＨＣＫＳ） 

[男55才]田中久敬（ＡＧＣ庭球倶楽部） 

[男60才]山下修二（在住） 

[男65才]宮島信行（ＥＮＥＯＳ中研） 

[男70才]紀野政明（亀の甲山ＴC） 

[男75才]小川正澄（在住） 

[男80才]板倉 毅（ユニークス本牧） 

[女40才]池谷綾子（在住（Ｖａｍｏｓ)） 

[女45才]高城清香（横浜グリーンＴＳ） 

[女50才]山川美和（ＩＺＵＭＩ.ＴＣ) 

[女55才]金子和代（在住） 

[女60才]鈴木聡子（ヨコハマクラブ） 

[女60才]和田乃里子（ユニークス本牧） 

中止 

 

単187名 複33組 

 

中止 

 

11月9,10日 

11月13日 

新横浜オープン(11月大会) [新横浜] 

ルール実技研修会 [潮田] 

 

中止 

12月   

令和4年 

1月4日～2月11日 

 

 

 

 

1月14日～16日 

 

 

 

 

 

 

 

 

第28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]    

 

 

 

第42回横浜選抜室内選手権大会  

[横浜国際プールインドアテニスコート] 

 

1月23日以降中止 

6種目合計1,588名(前年比315名減)   

[高校男子] 692  [高校女子] 322 

[中学男子] 335  [中学女子] 191 

[小学男子]  31  [小学女子]  17 

[一般男子S]山本優貴（Selfish) 

[一般男子D]原田悠仁(橘学苑)・ 

菅谷優作(慶應義塾高) 

[一般女子S]猪川結花（法政大） 

[一般女子D]内島舞子・西 飛奈(白鵬女子高) 

[男子45才S]鈴木 譲(テニスプラザ戸塚) 

[男子45才D]春山道夫・鈴木 譲(テニスプラザ戸塚) 

[女子40才D]梅田真由美(リーファTG)・ 

塚本ひとみ(Team REC) 



 

2月5日～3月6日 

        
第21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] 

7種目合計260組(前年比14組増) 

[一 般]  62組 [ 90才]  38組 

[100才] 41組 ［110才］ 40組 

[120才］ 47組 ［130才］ 24組 

[140才］ 8組 

[一般]熊澤大修・礼実組(Ｙ球会・金沢高校OBOG会) 

[90才]河西雅弘・小林美幸組(ポーチ・ワールドTC) 

[100才]日野哲也・金子和代組(希望ヶ丘TC・在住) 

[110才]大松剛・古川美幸組（希望ヶ丘TC） 

[120才]村田泰造・住田里美組（Ｖａｍｏｓ） 

[130才]吉川昇・本郷美智子組（Ｖａｍｏｓ） 

[140才]板倉毅・佐藤千賀子組（ユニークス本牧） 

3月1,2日 

3月13日 

3月～6月 

新横浜オープン(3月大会) [新横浜] 

市指導員研修会 [本牧] 

第74回横浜実業団対抗 

[各市営&各社コート] 

 

 

 

 


