（１） ２０１９年度事業報告

資料１
横須賀市テニス協会

事業名
1

4/6-7

2

4/21
5/66/22

3

第４４回
全日本都市対抗テニス大会
神奈川県予選
２０１９年度定期総会（評議員会）
第５０回会長杯テニス選手権大会
（シングルス）

計画（２０１９年度）

実績（２０１９年度）
２R：ｖｓ伊勢原市（４－３）
QF：ｖｓ横浜市（０－４）打ち切り

備考
横須賀市：B8
優勝：藤沢市、準優勝：川崎市
（全国大会：藤沢市：Ｂ１６）

出席１３名（委任２５名）計３８名

出席１３名（委任２５名）計３８名

Ｓ：４９２名（内市民：６７名）

Ｓ：４７６名（内市民：５９名）

△１６名

一般D：２14組（内市民：１５組）
混合D：１１１組（内市民： ５組）
高校D： ２２組
小中S： ３９名
合 計： ３８６組・名

一般D：＋６組（内市民：△７組）
混合D：△１４組（内市民：△４組）
高校D：△２１組
小中S： △５名
合 計 ：△３４組・名

4

8/310/12

第９２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）

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

5

10/1312/1

第４８回横須賀テニス選手権大会
（シングルス、ダブルス）

一般Ｓ４９９名（内VJ：２２１名）
一般Ｄ：１７３組（内VJ： ７８組）
合 計：６７２名・組（内VJ：２９９名組）

一般Ｓ：４９３名（内VJ：２２３名）
一般Ｄ：１５４組（内VJ： ７1組）
合 計：６４７名・組（内VJ：２９4名組）

一般Ｓ：△ ６名（内VJ：＋２名）
一般Ｄ：△１９組（内VJ：△７組）
合 計：△２５名・組（内VJ：△５名組）

ジュニア：３６名

ジュニア：２９名

6 6/30-7/27 ジュニアテニス教室

7

7/218/1

第３４回同好会テニス大会
（ダブルス団体戦）

一 般：１２団体２１チーム
シニア：１０団体１５チーム

一 般：１１団体１６チーム
シニア：８団体１１チーム

8

10/310/11

第３０回横須賀はまゆうテニス大会
（ダブルス）

男子：３１組
女子：６７組、計９８組

男子：２８組
女子：６６組、計９４組

△７名
一 般：△５チーム：優勝：ラハイナ（Ｂ）、
準優勝：エムジール（Ａ）
シニアＡ：△４チーム：優勝：ラハイナ、
準優勝：エムジール
シニアＢ：
優勝：エガリテ、
準優勝：ジョイフル（Ａ）
男子：△３組
女子：△１組

9

11月

クラブ対抗戦市予選会

参加：３チーム

参加：２チーム

ダイヤランド：７－０：ＹＴＣ

準優勝：ダイヤランド
２５名

優勝：鎌倉宮カントリーＴＣ

10 2020/1/16 第４１回神奈川県クラブ対抗
Ｂ４
11
12/1
指導者研修会・技術講習会
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
事業名
21

6/23

高体連強化練習会・選抜（春季）

22

2020/
1/26

高体連強化練習会・選抜（秋季）

23

7/23-26

24

12/15

31
32

4/15-16
9/3-5

41

4/308/25

横三地区新人大会
横三地区１年生大会

事業名
第２１回神奈川レディース大会
第４１回全国レディース県予選

計画（２０１９年度）
男子：４２名
女子：３６名
男子：２０名
女子：１８名
男Ｓ：１４５名、Ｄ：７７組
女Ｓ： ８０名、Ｄ：３８組
男Ｄ：３５組
女Ｄ：１９組

実績（２０１９年度）
男子：４８名
女子：３２名
男子：２０名
女子：１８名
男Ｓ：１３２名、Ｄ：７２組
女Ｓ： ８３名、Ｄ：４１組
男Ｄ：３８組
女Ｄ：２１組

計画（２０１９年度）
女子３６組（内：１５組*）
女子４０組（内：１１組*）
＊：横須賀テニス協会関係

実績（２０１９年度）
女子４９組（内：１３組*）
女子５２組（内：１７組*）
＊：横須賀市テニス協会関係

事業名

42

43

第９回実業団対抗(春)市予選会
（第８７回県Ｂ大会出場）

2020/2/15 第１０回実業団対抗(秋)市予選会
-2/23
（第８８回県Ｂ大会出場）
4/215/19

第８６回県実業団対抗Ｂ大会
（平塚市テニス協会主管）

計画（２０１９年度）

実績（２０１９年度）

備考
＋２名
±０名
シングルス：△１０名
ダブルス ：△ ２組
＋５組

備考
△２組、本戦：２組*／４６ドロー中
'＋６組、本戦：２組*／３２ドロー中
＊：横須賀テニス協会関係
備考

男子：１３社２０ﾁｰﾑ
女子： ３社 ３ﾁｰﾑ

男子：１４社２１ﾁｰﾑ
女子： ４社 ４ﾁｰﾑ

男子：優勝：ＪＶＣ－Ａ、準優勝：在日米軍Ｂ
女子：優勝：在日米軍、準優勝：市役所Ｂ

男子：１２社２０ﾁｰﾑ
女子： ３社 ３ﾁｰﾑ

男子：１３社１８ﾁｰﾑ
女子： ２社 ２ﾁｰﾑ

男子：優勝：電中研Ａ、準優勝：海自横須賀

男子：優勝
女子：優勝

男子：自衛隊久里浜：準優勝
住重：Ｂ４
ＮＴＴドコモ：Ｂ１６
女子：市役所Ｂ：１Ｒ
在日米軍：１Ｒ

男子：自衛隊久里浜：Ａ大会９部編入

男子：市役所A：Ａ大会９部編入

44

10/611/3

第８７回県実業団対抗Ｂ大会
(藤沢市テニス協会主管）

男子：優勝
女子：優勝

男子：住重：B8
ドコモ：１R
JVC：１R
在日米軍B：１R
女子：市役所A：準優勝
市役所Ｂ：１Ｒ
在日米軍：１R

45

4-9月

県実業団Ａ大会（リーグ戦）
男子６３回（１０部）
女子２５回（ ２部）
（６チーム／部）

男子：共済病院：３部
在日米軍：５部
女子：教職員 ：１部
市役所 ：２部

男子：共済病院：４部６位
在日米軍：６部１位
市役所 ：９部：２位
女子：教職員 ：１部：４位
市役所 ：２部：４位

男子：共済病院：５部降格
在日米軍：５部昇格
市役所 ：９部
女子：教職員 ：２部
市役所 ：Ｂ大会降格

46

10-3月

県実業団Ａ大会（リーグ戦）
男子６４回（１０部）
女子２６回（ ２部）
（６チーム／部）

男子：在日米軍：５部１位
共済病院：５部６位
市役所 ：９部：１位
自衛隊 ：９部：６位
女子：教職員 ：２部２位

男子：在日米軍：４部昇格
共済病院：６部降格
市役所 ：８部：昇格
自衛隊 ：１０部降格
女子：教職員 ：２部

47

2020/
3/14-22

第１５回県実業団対抗
ビジネスパル大会（関東大会予選)

男子：在日米軍（Ｂ８），横須賀市役所(1R)
JVCｹﾝｳｯﾄﾞ（DEF）
女子：横須賀市役所（４位)

男子優勝：大和市役所
女子優勝:平塚市役所

男子：優勝
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