平成27年度 横浜市テニス協会行事報告
(平成27年4月5日 ～ 平成28年3月31日）

開催期日

行

事

名

平成27年
4月4日～6月6日

第69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 ] 239 [男 50才 ] 49 [女 40才 ] 20
[一般女子 ] 108 [男 55才 ] 50 [女 45才 ] 24
[男 35才 ] 26 [男 60才 ] 27 [女 50才 ] 34
[男 40才 ] 53 [男 65才 ] 30 [女 55才 ] 10
[男 45才 ] 60 [男 70才 ] 12 [女 60才 ] 8
[男 75才 ] 8
合計758組(前年比7組減)
市民ｼﾆｱﾃﾆｽ教室 参加者54名
4月7日～6月2日(火)8回
市民ﾃﾆｽ教室 (4月第3日曜～
10月迄6回)
200名参加、雨天中止なし
PLAY＆STAY導入小学生24名参加
3月～ 6月
第60回横浜実業団対抗ﾃﾆｽ大会
5月 24日･7月 18日 公立中学ﾃﾆｽ部新人部員練習会
5月11日～15日
横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ(５月大会)
7月 11･12日
都市間交流スポーツ大会 [名古屋市]
4月 4日･5日
都市対抗県予選
第52回横浜市団体テニスﾄｰﾅﾒﾝﾄ
7月 5日～ 8月 2日
一般男子72,女子23＝95ﾁｰﾑ
男子ｼﾆｱ27,女子ｼﾆｱ14＝41ﾁｰﾑ
合計136ﾁｰﾑ（前年比5増）
7月 20日～ 8月 15日
ｼﾞｭﾆｱ競技力向上事業 (強化練習 6日間 )
8月 9日～ 16日
第8回横浜親子ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ
［ 小 3父］18
［ 中 女］ 4
［ 小 3母］ 6
［ 中 混］14
［ 小 6父］31
［ 高 男］12
［ 小 6母］12
［ 高 女］ 8
［ 中 男］ 16
［ 高 混］ 8
129組(前年比2組減)

8月～ 12月
8月18日～21日
9月 2日～10月
9月14日～18日
10月 17日～ 20日
9月 16日
9月 23日
9月 19日
10月 11日～ 12月 23日

第61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)
横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ(９月大会)
ねんりんピック山口大会
第27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38回クラブ対抗横浜地区予選
第40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 ] 406 [男 55才 ] 113 [女 40才 ]18
[一般女子 ] 88 [男 60才 ] 75 [女 45才 ]34
[男 35才 ] 66 [男 65才 ] 82 [女 50才 ]35
[男 40才 ] 104 [男 70才 ] 27 [女 55才 ]15
[男 45才 ] 147 [男 75才 ] 14 [女 60才 ] 8
[男 50才 ] 135
[女 65才 ] 2
16種目合計1,368名(前年比12名減)

成

績 (優 勝 者)等

[一般男子]長田･佐々木(ｳｯﾄﾞﾃﾆｽ)
[一般女子]内藤･小林(ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜･ｻﾞﾊﾞｽSC）
[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)
[男 45才]大門･柏木(東急あざみ野TG･亀の甲山)
[男 50才]福寿･飯岡(夢見会)
[男 55才]笠松･落合(ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜)
[男 60才]浜條･福田(夢見会･亀の甲山TC)
[男 65才]成田･鉢蝋(和泉TC)
[男 70才]中井･久保田(ＹＳＣ)
[男 75才]金尾･築野(横浜GTC･東急あざみ野TG)
[女 40才]松本･仙田(在住)
[女 45才]橋本･戸谷(TeamCoke)
[女 50才]鈴木･畑佐(横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝTC･YSC)
[女55才]柴田･田村(YSC･ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜)
[女 60才]長井･浦辺(あざみ野LTC)
[男子優勝]日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞB [女子優勝 ]旭硝子中研
５月24日174名，7月18日243名
単83名、複23組
横浜市 ２位
準優勝 決勝3-4で藤沢市に敗退
[一般男子]関東ＴＣ
[一般女子]Team Coke
[ｼﾆｱ男子 ]亀の甲山ＴＣ（Ａ）
[ｼﾆｱ女子 ]YSC(ひまわり)
小学生10名 ,中学生56名 ,高校生33名 合計99名(前年度比15名減)
[小学生3年父 ]伊藤俊介･陽（市役所T部･在住）
[小学生3年母 ]濱田早織･真輝(在住)
[小学生6年父 ]小山雄司･馨(在住)
[小学生6年母 ]佐藤陽子･大喜(橘TA･IHSMﾚﾆｯｸｽ)
[中学生男子 ]徳田昭彦･佳佑(ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF･在住)
[中学生女子 ]山藤多恵･美帆(在住)
[中学生混合 ]坂野仁清･文南(在住)
[高校生男子 ]西岡大･大樹(在住)
[高校生女子 ]東出聖子･楓菜(在勤･在学)
[高校生混合 ]馬込勉･綾乃(東戸塚松原TS)
[男子優勝]県庁かもめ [女子優勝 ]旭硝子中研
単101名、複31組
コート改修工事のため開催を中止した
１位ｸﾞﾙｰﾌﾟで優勝
参加者
53名
合計110名、ｺｰﾁ11名
[優勝]ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜
[一般男子]佐々木剛 （ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜）
[一般女子]萩森千沙希（在住）
[男 35才]河村一成 （ﾗｯｸ港南台TG）
[男 40才]鈴木 譲 （Tﾌﾟﾗｻﾞ戸塚）
[男 45才]長田祐治 （ｹﾝｳｯﾄﾞTC）
[男 50才]福本 哲 (HCKS)
[男 55才]山下修二 (在住）
[男 60才]田口正浩 （ﾗｯｸ港南台TG）
[男 65才]鉢蝋 修 （和泉TC）
[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]佐治令子 （YITC）
[女 45才]西川加奈子 (APS港南台TC)
[女 50才]鈴木裕美子 (横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝTC）
[女 55才]伊藤芳子 （YSC）
[女 60才]中嶋幸江 （瀬谷ｸﾞﾘｰﾝTC）

10月 14日
平成28年
1月 29日～ 31日

1月 4日～ 1月 23日

2月 6日～ 2月 21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36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] 23人[女子複 ] 15組 [女子壮年複 ] 15組
[男子複] 13組[壮年単 ] 14人
[女子単] 19人[壮年複 ] 10組
参加選手94名 ﾃﾆｽ講習会77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 ]前島･菅野（川口市）
[女 子 単 ]米原実令 (筑波大学）
[女 子 複 ]柳沼･田中（ﾙﾈｻﾝｽ相模大野）
[男子壮年単 ]長田祐治 （ｹﾝｳｯﾄﾞTC）
[男子壮年複 ]中嶋･玉那覇(横浜GTC･あざみ野LTC）
[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）
第22回横浜ジュニアテニスﾄｰﾅﾒﾝﾄ
[男 子 高 校 生 ]中原尚輝（横浜隼人高校）
（シングルス) [各市営コート]
[女 子 高 校 生]大久保雪花（金沢高校）
[男子高校生 ] 1,029
[女子高校生 ]
558
[男子中学生以下 ]守屋達貴（ＹＳＣ）
[男子中学生以下 ] 369
[女子中学生以下 ] 265
[女子中学生以下]植田香凛（ウエスト横浜TC）
[男子小学生以下 ] 106
[女子小学生以下 ] 43
[男子小学生以下]増川翔太（ＩＨＳＭﾚﾆｯｸｽ）
合計2,370名 前年比86名増
[女子小学生以下 ]宮内汐夏（ラックＴＧ）
第15回横浜市民体育大会ﾃﾆｽ競技
[一般]内藤･内藤(TAS･ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF横浜 )
(ミックスダブルス)[各市営コート]
[90才 ]田中･佐藤(AGC庭球倶楽部･JFE)
[一般ﾐｯｸｽ] 121組 [90才] 35組
[100才 ]古川･新美(ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝTF･希望が丘TC)
[100才] 39組 ［110才］41組
[110才 ]田村･昼間(ﾗｯｸ港南台TG）
［120才］ 26組 ［130才］18組
[120才 ]宮崎･屋敷(ＹＳＣ)
合計280組 前年比33組増
[130才 ]三枝･中村(亀の甲山TC･TGﾚﾆｯｸｽ)
川口市都市交歓テニス大会 （川口市） 横浜市９-１６ 川口市

