平成26年度 横浜市テニス協会行事報告
(平成26年4月5日 ～ 平成27年3月31日）

開催期日
平成26年
4月5日～6月1日

3月～ 6月
5月 17日･7月 19日
5月12日～16日
7月 5･6日
4月 5日･6日
7月 5日～ 7月 27日

7月 26日～ 8月 16日
8月 17日～ 24日

行

事

名

第68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 ] 243 [男 50才 ] 56 [女 40才 ] 28
[一般女子 ] 106 [男 55才 ] 33 [女 45才 ] 28
[男 35才 ] 24 [男 60才 ] 34 [女 50才 ] 25
[男 40才 ] 70 [男 65才 ] 25 [女 55才 ] 15
[男 45才 ] 56 [男 70才 ] 10 [女 60才 ] 6
[男 75才 ] 6
合計765組(前年比12組減)
市民ｼﾆｱﾃﾆｽ教室 参加者60名
4月8日～6月10日(火)8回
市民ﾃﾆｽ教室 (4月第3日曜～
10月迄6回)
230名参加延？？名、雨天中止なし
第58回横浜実業団対抗ﾃﾆｽ大会
公立中学ﾃﾆｽ部新人部員練習会
横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ(５月大会)
都市間交流スポーツ大会 [大阪市]
都市対抗県予選
第51回横浜市団体テニスﾄｰﾅﾒﾝﾄ
一般男子68,女子29＝97ﾁｰﾑ
男子ｼﾆｱ26,女子ｼﾆｱ9＝35ﾁｰﾑ
合計132ﾁｰﾑ（前年比13減）
ｼﾞｭﾆｱ競技力向上事業 (強化練習 6日間 )
第7回横浜親子ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ
［ 小 3父］15
［ 中 女］ 6
［ 小 3母］ 9
［ 中 混］16
［ 小 6父］30
［ 高 男］12
［ 小 6母］12
［ 高 女］ 6
［ 中 男］ 20
［ 高 混］ 4
131組(前年比12組減)

8月～ 12月
8月19日～22日
9月 2日～10月
9月17日～19日
10月 4日～ 6日
9月 10日
9月 23日
9月 20日
10月 5日～ 12月 23日

第59回横浜実業団対抗ﾃﾆｽ大会
横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ(８月大会)
市民ｼﾆｱﾃﾆｽ教室(山手) 今回から開催
横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ(９月大会)
ねんりんピックとちき大会
第26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)新横浜5面
第37回クラブ対抗横浜地区予選
第39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 ] 429 [男 55才 ] 108 [女 40才 ]25
[一般女子 ] 100 [男 60才 ] 78 [女 45才 ]38
[男 35才 ] 61 [男 65才 ] 63 [女 50才 ]29
[男 40才 ] 102 [男 70才 ] 29 [女 55才 ]16
[男 45才 ] 151 [男 75才 ] 13 [女 60才 ] 9
[男 50才 ] 129
[女 65才 ] 0
17種目合計1,380名(前年比5名増)

成

績 (優 勝 者)等

[一般男子]中山･田中(橘Tｱｶﾃﾞﾐｰ)
[一般女子]林･橋詰(在勤(ﾒｶﾞﾛｽ横濱）
[男 35才]飯沼･新川(橘Tｱｶﾃﾞﾐｰ)
[男 40才]東樹･木下(ﾙﾈｻﾝｽ天王町･ﾗｯｸ港南台TG)
[男 45才]岩波･田中(とつかTC･AGC庭球倶楽部)
[男 50才]福寿･飯岡(夢見会)
[男 55才]宮島･和田(亀の甲山TC･ｻﾘｭｰﾄITS)
[男 60才]紀野･福田(亀の甲山TC)
[男 65才]東方･諏訪(亀の甲山TC･ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF)
[男 70才]馬杉･山本(TGﾚﾆｯｸｽ)
[男 75才]磯田･有本(在住･TGﾚﾆｯｸｽ)
[女 40才]橋本･兵藤(ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF･在勤)
[女 45才]二瓶･萩野(金沢ﾃﾆｽｽｸｰﾙ･在住)
[女 50才]橋本･小林(在住･横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝTC)
[女55才]柴田･上村(YSC･杉田ｺﾞﾙﾌ場Tｺｰﾄ)
[女 60才]小林･森谷(在住･YSC)
[男子優勝]東洋製罐A [女子優勝 ]ウインザーB
５月17日110名，7月19日197名
単79名、複18組
横浜市 ２日目雨天中止で順位はつかず。
準優勝 決勝2-4で藤沢市に敗退
[一般男子]三ツ沢ＴＣ（Ｂ）
[一般女子]ＹＳＣ
[ｼﾆｱ男子 ]亀の甲山ＴＣ（Ａ）
[ｼﾆｱ女子 ]YSC(ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ)
小学生13名 ,中学生48名 ,高校生46名 合計111名
[小学生3年父 ]坂本健･健英（HCKS）
[小学生3年母 ]丸山啓子･俊(在住)
[小学生6年父 ]賀川純一(関東TC)･嵩介(在住SSC)
[小学生6年母 ]坂野幸子(在住)･文南(IHSMﾚﾆｯｸｽ)
[中学生男子 ]藤沢隆(在勤)･海斗
[中学生女子 ]谷垣晶子･凛(ﾗｯｸ港南台TG)
[中学生混合 ]坂本奈美･匠(あざみ野ﾛｰﾝTC)
[高校生男子 ]市瀬和彦(ﾗｯｸ港南台TG)･知輝(在住)
[高校生女子 ]堀池久利子(在住)･友乃(在住)
[高校生混合 ]上野直美･七海(OTTC)
[男子優勝]図研 [女子優勝 ]ウインザー
単９４名、複１８組
参加者49名
１位ｸﾞﾙｰﾌﾟ
参加者84名
合計130名、ｺｰﾁ11名(大学生4名含)。
[優勝]横浜ｸﾞﾘｰﾝTF横浜
[一般男子]小山裕史 （GODAIﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ・白楽）
[一般女子]萩森千沙希（ｳｲﾝｻﾞｰﾗｹｯﾄ）
[男 35才]藤瀬直樹 （在勤）
[男 40才]小笠原大輔（在住）
[男 45才]長田祐治 （ｹﾝｳｯﾄﾞTC）
[男 50才]金子信也 (ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ天王町)
[男 55才]宮島信行 (亀の甲山TC）
[男 60才]内海正雄 （ＹＳＣ）
[男 65才]鉢蝋 修 （和泉ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
[男 70才]淀川勝男 (三菱重工横浜）
[男 75才]山本正之 (TGﾚﾆｯｸｽ)
[女 40才]綱川真弓 （在住）
[女 45才]萩野一枝 (在住)
[女 50才]鈴木裕美子 (横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝTC）
[女 55才]大石令子 （Tﾌﾟﾗｻﾞ戸塚）
[女 60才]中嶋幸江 （瀬谷ｸﾞﾘｰﾝTC）

10月 14日
平成27年
1月 30日～ 2月 1日

1月 4日～ 2月 1日

2月 7日～ 2月 22日

3月 21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
第35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] 25人[女子複 ] 10組 [女子壮年複 ] 7組
[男子複] 15組[壮年単 ] 15人
[女子単] 11人[壮年複 ] 9組
参加選手96名 ﾃﾆｽ講習会73名

新横浜公園ｶｯﾌﾟ 24ﾁｰﾑの団体戦
[男 子 単 ]小山裕史 （GODAIﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ）
[男 子 複 ]田中･中山（橘ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ）
[女 子 単 ]米原実令(筑波大学）
[女 子 複 ]萩森･中川（ｳｲﾝｻﾞｰ･Naturally TS）
[男子壮年単 ]須長直道 （ポーチ）
[男子壮年複 ]岩波･田中(とつかTC･AGC庭球倶楽部）
[女子壮年複 ]ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ･佐藤（荏原SSC･ﾐｽﾞﾉTP藤沢）
[男 子 高 校 生 ]北岡育之（神奈川総合高校）
[女 子 高 校 生]湯澤玲奈（桐蔭学園高校）
[男子中学生以下 ]照山雄大（ｼﾝｽﾞあざみ野TT）
[女子中学生以下 ]前川名月実（亀の甲山TC）
[男子小学生以下 ]加藤由基（ＹＳＣ）
[女子小学生以下 ]澤田佳子（ﾉｱ･ｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ国分寺）
[一般]鈴木･下村(とつかTC･東戸塚松原TS)
[100才 ]古川･新美(ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF･希望が丘TC)
[110才 ]飯沼･山内(Tﾌﾟﾗｻﾞ戸塚）
[120才 ]市瀬･望月(ﾗｯｸ港南台TG･YSC）

第21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 ]
947
[女子高校生 ]
550
[男子中学生以下 ] 379
[女子中学生以下 ] 273
[男子小学生以下 ] 91
[女子小学生以下 ] 44
合計2,284名 前年比160名増
第14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] 128組 [100才] 46組
［110才］ 36組 ［120才］ 37組
合計247組 （前年比50減）
川口市都市交歓テニス大会 （川口市） 横浜市 ７ー １８ 川口市

