
（１）　２０１８年度事業報告 資料１
横須賀市テニス協会

年月日 事業名 会場 対象 計画（２０１８年度） 実績（２０１８年度） 備考

1 4/7,8
第４２回
全日本都市対抗テニス大会
神奈川県予選

小田原TGコート
秦野ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ
コート

選抜 ＳＦ（ベスト４) １R：ｖｓ小田原市（２－５） 優勝：横浜市、準優勝：川崎市

2 4/22 ２０１８年度定期総会（評議員会） 文化会館 評議員 出席１８名（委任１７名）計３５名 出席２１名（委任２２名）計４３名

3 5/6-6/30
第４９回会長杯テニス選手権大会
（シングルス）

大津コート
追浜コート

一般 ２０１７：５２８名（内市民：３９名） Ｓ：４９２名（内市民：６７名）
△３６名
防大学生（３５名）が加盟せず、市民として参加

4
8/11-
9/30

第９１回市民体育大会（テニスの部）
（一般・高校生：ダブルス、
　小・中学生：シングルス）

大津コート
一般

ジュニア

一般D：２３０組（内市民：１９組）
混合D：１３２組（内市民：  ７組）
高校D：　５６組
小中S：　５１名
合計：  ４６９組・名

一般D：２０８組（内市民：２２組）
混合D：１２５組（内市民：  ９組）
高校D：　４３組
小中S：　４４名
合計：  ４２０組・名

△４９組・名
'一般D：△２２組（内市民：＋３組）
混合D： 　△７組（内市民：＋２組）
高校D：△１３組
小中S： 　△７名

5
10/13-
12/23

第４７回横須賀テニス選手権大会
（シングルス、ダブルス）

大津コート 一般
一般Ｓ：４９８名（内VJ：１９８名）
一般Ｄ：１７１組（内VJ：　６７組）
合計：６６９名・組（内VJ：２６５名組）

一般Ｓ：４９９名（内VJ：２２１名）
一般Ｄ：１７３組（内VJ：　７８組）
合計：６７２名・組（内VJ：２９９名組）

＋３名・組
市協会申込：△３１名・組、ＶＪＯＰ：＋３４名・組
男子６５歳以上Ｓの初日を、平日（金曜日）に開催した

6 7/1-15 ジュニアテニス教室 大津コート ジュニア ジュニア：５３名 ジュニア：３６名 △１７名

7 7/22,29
第３３回同好会テニス大会
（ダブルス団体戦）

大津コート 同好会
一般：１１団体１９チーム
シニア：７団体１０チーム

一般：１２団体２１チーム
シニア：１０団体１５チーム

＋２チーム：一　般：優勝：ａｔｗ（B)、準優勝：一般：エムジール（Ｂ）
＋５チーム：シニア：優勝：ＯＳＣＡＲⅡ（Ａ）、準優勝：エガリテ（Ｂ）

8
10/4-
10/9

第２９回横須賀はまゆうテニス大会
（ダブルス）

大津コート
女子

男子：シニア
男子：２８組
女子：７１組、計：９９組

男子：３１組
女子：６７組、計９８組

△１組（男子＋３組、女子△４組）
参加費を３５００円⇒４０００円に値上げ、質問/意見は特に無し

9 11月 クラブ対抗戦市予選会 各クラブコート 市クラブ ４チーム ２チーム 推薦順位：＃１：ダイヤランド、＃２：ＹＴＣ

10 1/6,13,20 第４０回神奈川県クラブ対抗
各クラブコート
綾瀬市ｺｰﾄ

県クラブ ＳＦ（Ｂ４)
ダイヤランド：ＱＦ（Ｂ８）
ＹＴＣ：ＱＦ（Ｂ８）

４０回記念大会の為、２チーム参加（１９チーム参加）
優勝：鎌倉宮カントリーＴＣ、準優勝：湘南平ＴＣ

11 12/3 指導者研修会・技術講習会 大津コート 一般 ２６名 ２５名
その他、常任理事会、理事会、ランキング・トーナメント委員会を随時開催

高体連
年月日 事業名 会場 対象 計画（２０１８年度） 実績（２０１８年度） 備考

21 6/24 高体連強化練習会・選抜（春季） 横須賀総合高校 高体連
男子：３７名
女子：２４名

男子：４２名
女子：３６名

＋１７名

22 1/27 高体連強化練習会・選抜（秋季） 横須賀総合高校 高体連
男子：２４名
女子：２０名

男子：２０名
女子：１８名

△６名

23 7/27,30 横三地区新人大会
大津コート、
総合高校

高体連
男Ｓ：１９３名、Ｄ：９５組
女Ｓ：　９６名、Ｄ：４６組

男Ｓ：１４５名、Ｄ：７７組
女Ｓ：　８０名、Ｄ：３８組

シングルス：△６４名
ダブルス：△２６組

24 12/16,23 横三地区１年生大会 大津コート 高体連
男Ｄ：４８組
女Ｄ：２４組

男Ｄ：３５組
女Ｄ：１９組

△１８組

レディース大会
年月日 事業名 会場 対象 計画（２０１８年度） 実績（２０１８年度） 備考

31 4/9 第２０回神奈川レディース大会 大津コート 女子 横須賀市協会関係：１６組 女子３６組（内：１５組*） △１組、本戦：２組*／５１ドロー中
32 9/5 第４０回全国レディース県予選 大津コート 女子 女子２４組（内：１０組*） 女子４０組（内：１１組*） '＋１組、本戦：3組*／６４ドロー中

＊：横須賀テニス協会関係 ＊：横須賀テニス協会関係 ＊：横須賀テニス協会関係
実業団大会

年月日 事業名 会場 対象 計画（２０１８年度） 実績（２０１８年度） 備考

41 春季

県実業団Ａ大会（リーグﾞ戦）
男子６１回（１０部）
女子２３回（　２部）
（６チーム／部）

各社コート 県実業団
男子：共済病院：１部昇格
        在日米軍：６部昇格
女子：横須賀市役所：１部昇格

男子：共済病院：２部６位、
　        在日米軍：７部１位、
女子：横須賀市役所Ａ：２部２位、

男子：共済病院：３部降格
　　　　在日米軍：６部昇格
女子：横須賀市役所Ａ：２部

42 春季
第８４回県実業団対抗Ｂ大会
（座間市テニス協会主管）

座間市
ひまわり公園ｺｰﾄ
栗原遊水地ｺｰﾄ

県実業団
男子：ＱＦ（ベスト８）
女子：ＱＦ（ベスト８）

男子：横須賀市役所：Ｂ４
　　　　自衛隊久里浜：Ｂ８
　　　　ＪＶＣケンウッド：１Ｒ
女子：横須賀市教職員：優勝
　　　　横須賀市役所Ｂ：２Ｒ

女子：横須賀市教職員：Ａ大会２部編入

43 秋季

県実業団Ａ大会（リーグ戦）
男子６２回（１０部）
女子２４回（　２部）
（６チーム／部）

各社コート 県実業団

男子：共済病院：３部５位
　      在日米軍：６部３位
女子：横須賀市役所Ａ：２部３位
　　　　横須賀教職員：２部１位

男子：共済病院：４部降格
　　　　在日米軍：６部
女子：横須賀市役所Ａ：２部
　　　　横須賀教職員：１部昇格

44 4-8月
第７回実業団対抗(春)市予選会
（第８５回県大会出場）

事業所コート
追浜コート

市実業団
男子：１３社２１ﾁｰﾑ
女子：　３社　４ﾁｰﾑ

男子：１３社２０ﾁｰﾑ
女子：　３社　３ﾁｰﾑ

男子：優勝：ＮＴＴドコモＹＲＰ（Ａ）、準優勝：自衛隊久里浜（Ａ）
女子：優勝：在日米軍、準優勝：横須賀市役所Ｂ

45 秋季
第８５回県実業団対抗Ｂ大会
(海老名市テニス協会主管）

海老名市
運動公園ｺｰﾄ
今里ｺｰﾄ

県実業団
男子：ＱＦ（ベスト８）
女子：ＱＦ（ベスト８）

男子：横須賀市役所：準優勝
　　　　自衛隊久里浜：Ｂ８
　　　　ＮＴＴドコモＹＲＰ：１Ｒ
女子：在日米軍：１Ｒ
　　　　横須賀市役所Ｂ：１Ｒ

男子：横須賀市役所：Ａ大会９部編入

46 2/6,17
第８回実業団対抗(秋)市予選会
（第８６回県大会出場）

事業所コート
大津コート

市実業団 男子：１２社１８ﾁｰﾑ
男子：１２社２０ﾁｰﾑ
女子：　３社　３ﾁｰﾑ

男子：優勝：ＮＴＴドコモＹＲＰ（Ａ）、準優勝：自衛隊久里浜（Ａ）
女子：優勝：在日米軍、準優勝：横須賀市役所Ｂ

47 3/16,17
第１４回県実業団対抗
ビジネスパル大会（関東大会予選)

大津コート 県実業団 男子：優勝 男子：横須賀市役所Ｂ８、ＮＴＴドコモ：１Ｒ
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