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　秦野市テニス協会が50周年を迎えるにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
　当テニス協会は、昭和46年に硬式テニス愛好家の有志によって、秦野市硬式テニス
クラブとして発足しました。
　以来、協会運営にご尽力頂いた諸先輩方、並びに加盟団体会員の皆様のご努力と、秦
野市及び関連機関のご協力により、順調に発展し、活動も活発になってまいりました。
　諸先輩の方々には、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
　当初の運営は、スタンレー電気（株）、（株）日立製作所、東洋ラジエーター（株）、
日本電子機器（株）、（株）神戸製鋼所、日鍛バルブ（株）など主に、企業テニスクラブ
の献身的なご努力により成り立っていました。その後、企業テニスクラブだけでなく、
市民テニスクラブの加入も増え、多くの方々が、協会運営に加わって戴けるようになり、
組織的な運営ができるようになってきました。
　主な活動は、春から秋にかけて、各種大会（会長杯支部対抗戦、ダブルス／シングル
ス大会、実業団対抗戦）を開催、県大会への積極的な参加も行ってきました。
　一般のテニス愛好家を対象とした、「初心者テニス教室」、「市民の日テニス教室」、幼
児対象の親子で楽しむ「キッズテニス教室」など、普及活動にも力を入れてきました。
　テニスの上達と仲間作りを支援する「テニスを楽しむ会」、日頃の練習の成果を発揮
する「ジュニア大会」、平日にテニスを楽しむ方々の親睦と腕試しを兼ねた「平日ダブ
ルス大会」、車いす者と健常者がペアを組み、相互理解を深め、技術力向上を目指す「車 
いすテニス・ニューミックス大会」等、誰もが参加し易い環境作りと、レベルアップの
活動を行ってきました。
　平成27年、秦野市のご尽力により、カルチャーパーク・コートが整備されました。
本整備に合わせ、「チャリティーテニス大会」を企画し、参加費の一部をコートの維持
管理（スマッシュ基金）に寄付する取組みも始めました。
　このような活動が進めてこられましたのは、各支部会員の皆様のご協力、ご支援の賜
物と深く感謝いたしております。
　 近年、健康志向の高まりに伴い、誰もがスポーツに親しみ、楽しむ事ができる、生
涯スポーツの時代になってまいりました。
　私たちは、このようなスポーツの多様化、スポーツに対する考え方の変化などに適切

秦野市テニス協会

会　長　　小 清 水　　孝

ご　挨　拶

ご 挨 拶
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に対応していく必要があります。
　そのためには、多くの方々に協会の運営に参加して戴き、いろいろな考え方を取り入
れていきたいと考えています。
　今後も、「より多くの人がテニスを通して親睦を深め、人格を高め、健康増進を図り、
技術の向上を目指す」を念頭に置き、協会を運営、発展させて行く所存ですので、皆様
方の絶大なるご協力、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
　最後に、皆様方並びにご家族のご健勝を祈念致しましてご挨拶と致します。

ご 挨 拶
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　秦野市テニス協会の創立50周年並びに記念誌の発行を心からお祝い申し上げます。
　貴協会は、「秦野市硬式テニスクラブ」として多くの愛好家の御尽力により発足され
た後、「秦野市テニス協会」となり、以来、半世紀にわたって貴重な年輪を刻んでこら
れました。
　この間、一般のテニス愛好家のためのテニス教室や、キッズテニス教室など、長きに
わたり、テニス人口の裾野拡大のための活動に御尽力いただいておりますことに、深く
敬意を表します。
　これからの地域社会において、健康寿命の延伸やコミュニティの希薄化などが課題と
なっている中、スポーツの持つ力がますます重要となっており、特にテニスについて 
は、年齢や性別を問わず、幅広い世代が楽しめるスポーツであり、「する」「みる」「さ
さえる」という観点から様々な関わり方で楽しむことができる伝統のあるスポーツであ
ると考えております。
　令和3年は、大坂なおみ選手が、4大国際大会の一つである全豪オープンの女子シン
グルスで、二度目の優勝という輝かしい成績を収めたほか、東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会のテニス競技においても、錦織圭選手が、男子シングルスの準々
決勝で世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチ選手と対戦し、熱戦を繰り広げるなど、
連日白熱したプレーが展開され、より一層テニス競技への関心が高まりました。
　本市といたしましても、この機を捉え、スポーツを通じた市民の健康寿命の延伸や、
人の絆を感じられる地域づくりに努めてまいりますので、貴協会におかれましては、長
きにわたり培われた経験を生かし、引き続き御協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、秦野市テニス協会の益々の御発展と皆様の御健勝を心から御祈念申し上げま
して、お祝いのことばといたします。

秦野市長　　高　橋　昌　和

秦野市テニス協会
創立50周年に寄せて

祝 辞
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　この度、秦野市テニス協会が、創立50周年を迎えられましたこと、誠におめでたく
心よりお喜び申し上げます。
　秦野市テニス協会は11の加盟団体で構成され、登録者277名を有し、県協会の傘下の
加盟団体の中では中堅規模の協会として位置づけられています。協会の活動内容につい
ては、各種大会の実施に関してはダブルス、シングルス、ジュニア大会をはじめ、実業
団や、車いすテニス大会等、幅広く実施されています。また、指導・普及面でも各種テ
ニス教室を開催するなどテニスの普及発展にも力を入れられています。
　これらの活動を行うためには施設の充実が必要となりますが、平成27年にカルチャー
パークの整備により10面のテニスコートが整備され、秦野市テニス協会の各種活動に
も弾みがつきました。
　その中で神奈川県テニス協会の主要な大会の一つである全日本都市対抗テニス大会県
予選大会の実施に関しても平成30年にテニスコートのご提供をして頂き、円滑な大会
運営を行う事ができました。
　一方、大会以外の協会業務に関しても神奈川県テニス協会の運営に関しては理事、評
議員等の派遣をはじめ各種委員会への委員の参加など、様々なご協力を頂き、当協会運
営にご尽力頂いていることに対して改めて感謝致します。
　当協会は平成14年に創立50周年を迎え更に11年後には80周年を迎える予定ですの 
で、傘下協会の皆様方のご協力を得ながら神奈川県テニス協会としても益々、充実・発
展を目指していく事が必要となりますが、秦野市テニス協会の活動内容について心強く
感じます。
　秦野市テニス協会に於かれましても、この輝かしい50周年の実績を貴重な財産とし、
引き続き60周年、70周年をめざし更なる飛躍をされることを期待致します。
　結びに、秦野市テニス協会及び役員の皆様方の益々のご発展、ご活躍を祈念し、お祝
いのご挨拶とさせて頂きます。

神奈川県テニス協会

会　長　　山　田　悠　一

創立50周年を祝して

祝 辞
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　秦野市テニス協会の創立50周年、心からお祝い申し上げます。ここに、歴史と伝統
を記録する記念誌が発行されますことに、重ねてお慶び申し上げます。
　思い起こしますと昭和45年3月に市内事業所のテニスの愛好者が集まり「秦野市硬式
テニス愛好会」が発足し、昭和46年4月には「秦野市硬式テニスクラブ」と改称し、組
織体制が確立されるとともに、徐々に硬式テニスが認知され昭和50年4月に「秦野市硬
式庭球協会」として秦野市体育協会への加盟が承認され、昭和59年4月には神奈川県テ
ニス協会にあわせ、「秦野市テニス協会」に名称変更を行い、神奈川県テニス協会にも
加盟されました。
　秦野市テニス協会は、「より多くの市民がテニスを通じて親睦を深め、人格を高め、
健康増進を図り、技術の向上を目指す。」という精神から、各種大会の開催や幅広い年
齢層を対象とした「初心者テニス教室」、「キッズテニス教室」、健常者と障がい者が一
緒にゲームを楽しむ「車いすテニス・ニューミックス大会」など、テニス人口の普及拡
大に向け運営されてきました。
　創立50周年を迎えるに当たり、秦野市テニス協会が引き続き活発な活動をされてい
ることは、長年にわたり本市におけるテニスの普及・発展、そして生涯スポーツの振興
に多大な貢献をされた歴代の会長及び役員の皆様のご尽力の賜物であると、深く敬意を
表する次第であります。
　さて、現状は新型コロナ感染症という未曽有の災禍の中にありますが、2020東京オ
リンピック・パラリンピックでは、日本を代表するテニス選手として、大坂なおみ選手、
錦織圭選手、国枝慎吾選手、上地結衣選手と世界が注目する選手が活躍されました。
　特にパラリンピックでは、国枝慎吾選手が車いすテニス男子シングルスで金メダル、
また上地結衣選手が日本女子初の女子シングルスで銀メダル、女子ダブルスでは銅メダ
ルの栄に輝きました。
　秦野市テニス協会の皆様には、今後もテニスを通じて市民の心と身体の健康づくりを
進めていただくとともに、さらに地域の絆を強いものにしていただきますようお願い申
し上げます。
　結びに、秦野市テニス協会が、今後ますます発展されますとともに、会員の皆様の更
なるご活躍とご健勝を心より祈念申し上げて、お祝いのあいさつとさせていただきます。

公益財団法人秦野市スポーツ協会

会　長　　遠　藤　五　夫

50周年を祝して

祝 辞
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沿     革 

 

 

― 秦野市硬式テニスクラブ創生期 ― 
 

 昭和４５年３月、（有）秦野スポーツ遠藤忠氏と三浦光一氏の呼び

掛けにより当時市内の硬式テニス愛好家代表８人が大秦ショッピ

ングセンター（当時）の２F食堂に集まった。主旨は秦野市硬式テ

ニス愛好会を発足させるための準備委員会の結成であった。 

 この記念すべき秦野市テニス協会準備委員会のメンバーは以下

のとおりである。 

 

 （有）秦野スポーツ   遠藤 忠氏、三浦光一氏 

 神 戸 製 鋼 所   藤沢 裕氏、藤田邦夫氏 

 日 本 電 子 機 器   石崎光義氏、肥田幸親氏 

 ス タ ン レ ー 電 気   石黒敏夫氏 

 日 立 製 作 所   田邉 喬氏、渡辺英夫氏 

 日 鍛 バ ル ブ   赤川武司氏 

 

 

― 秦野市硬式テニス愛好会の発足 ― 
 

 準備委員会によって秦野市硬式テニス愛好会が発足し、最初の行

事として、第１回硬式テニス親睦ダブルス大会が昭和４５年５月 

１７日、神戸製鋼所秦野工場（当時）テニスコートに於いて１０組

の参加のもと行われた。この大会は正式な協会創立前の行事ではあ

るが、協会の歴史を語る上で忘れることの出来ない記念すべき大会

であった。 
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― 秦野市硬式テニスクラブの設立 ― 
 

 昭和４６年４月、秦野市硬式テニスクラブが発足し、同年６月、

秦野市テニスクラブ会長三木常緑氏の名で秦野市に建設計画中の

テニスコートについて要望書が提出された。この時、クラブの組織

は、会長：三木常緑氏、副会長：石黒敏夫氏、理事長：上山哲郎氏、

事務局：遠藤 忠氏。後に名称の変更はあるが、このテニスクラブ

の設立を協会の創立とした。参画した６つの事業所、6名の幹事は

以下のとおりであった。 

 

  ス タ ン レ ー 電 気   石戸谷宏量氏 

  日 立 製 作 所   渡辺英夫氏 

  日 本 電 子 機 器   小竹幸雄氏 

  神 戸 製 鋼 所   藤沢 裕氏 

  東洋ラジエーター   牧野義弘氏 

  日 鍛 バ ル ブ   赤川武司氏 

 

 

― 秦野市体育協会に加盟 ― 
 

 昭和５０年４月、念願の秦野市体育協会への加盟が「秦野市硬式

庭球協会」として認められ、理事長の赤川武司氏が体育協会理事と

して参画し、これを機に、協会の事業活動は、質、量ともに充実し、

会員数も１７支部、約４００名となってきた。 

 

 

― 秦野市テニス協会に名称変更 ― 
 

 昭和５９年４月より上部団体への加盟と上部団体名称も考慮し

て秦野市硬式庭球協会から秦野市テニス協会に名称変更し、市体育

協会に承認された。 
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― 神奈川テニス協会に加盟 ― 
 

 支部、会員の増加及びテニス活動の拡大に伴い、上部団体である

神奈川県テニス協会への加盟要望が強くなってきた。昭和５９年５

月、神奈川県テニス協会評議委員会で加盟が承認され、登録団体と

なった。 

 

 

― 秦野市テニス協会の組織変更 ― 
 

 平成９年度より秦野市テニス協会も、従来の理事長を中心とする

各支部持ち回りの運営から組織による活動へと改革を行った。常任

理事会の下に専門的に活動する、大会、普及、実業団、クラブ対抗

の４つの各委員会を設け、より一層、活動の幅を広げることとなっ

た。 

 

 

― 神奈川ゆめ国体運営の協力 ― 
 

 平成１０年１０月から神奈川県で開催された「第５３回国民体育

大会」通称 “ 神奈川ゆめ国体 ” 

テニス競技、山岳競技、卓球競技の各競技の運営委員として、延

べ２６人を派遣した。 

 

 

― ３０周年記念式典 ― 
 

 平成１３年１１月、秦野市長、神奈川県テニス協会会長他、多数

の来賓各位にご出席戴き、３０周年記念式典、及び祝賀パーティー

を開催した。 

併せて、３０周年記念誌の発行、記念イベント（プロテニスコー

チによるテニスクリニック）を開催した。 
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― ４０周年記念式典 ― 
 

 平成２３年１２月、秦野市長、神奈川県テニス協会会長他、多数

の来賓各位にご出席戴き、４０周年記念式典を開催した。併せて、

元プロテニスプレイヤーの「杉山 愛さん」を迎え “いかに世界

をホームにしたか”のテーマで、トークショー形式の記念イベント

を、秦野市文化会館にて、９００名強の参加を戴き、盛大に開催し

た。 

 

 

― ダブルス／シングルス大会のオープン化 ― 
 

 平成２６年から、秦野市在住、在学、在勤のテニス愛好家の参加

促進、並びに協会会員のレベルアップの為に、ダブルス／シングル

大会のオープン化を開始した。平成２８年からは、更にオープン化

を進め、秦野市外からに参加を拡大し、横浜、八王子、平塚などの

人も参加するようになった。 

 

 

― 秦野市スポーツ協会に加盟 ― 
 

 秦野市体育協会と、公益財団法人秦野市スポーツ振興財団の組織

一元化に伴い、平成２８年に設立された公益財団法人秦野市スポー

ツ協会に加盟した。 
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活 動 内 容 
 

 

 秦野市テニス協会では、テニスの楽しさを多くの方に知ってもらお

うと、年間の大会や様々な行事を通じて普及活動を行っている。 

 これからも市民総スポーツの一環として、そしてまた生涯スポーツ

として、体に優しいテニスを充実させていきたいと思っている。 

 

 

― 秦野市テニスダブルス大会 ― 
 

 「秦野市硬式テニス親睦会」として昭和４５年に発足した。 

第１回大会は、男子１０組の参加であったが、第６回から女子の部

も加わった。 

 第１１回の春の大会から男子の部に、A、Bのクラス分けがされた。

これを機に第１２回以降、秋のダブルス大会を秦野ダブルス選手権大

会とし、予選と本選に分けて実施することになり、春のダブルス大会

は A、Bのクラス別大会となった。 

 第２９回から混合の部が加わり、第６０回から女子の部も A、Bの

クラス別大会になり、今日では１２０組余りが参加している。 

 

 

― 初心者講習会（テニス教室） ― 
 

 テニスの普及の為、一般初心者を対象に、春秋 2回、普及委員会が

開催してきた。 

 当初は、毎週土曜日４時間で 7日間実施していたが、参加申込者が

多くなり、抽選により約６０～８０名を対象に、２時間ずつ２部制に

して日数は１０～１２日間に延長して実施した。また、参加申込者の

地域制を考えて、春季はおおね公園コートで、秋季は中央運動公園コ

ートで実施した。 

現在は、カルチャーパーク・コートにて、毎週土曜日 1．５時間ず

つ 2部制で、4日間に変更して実施している。令和２年から冬季も開

催準備したが、新型コロナウイルス感染拡大の防止から、中止とした。 
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活 動 内 容



 

― 秦野市実業団対抗テニス大会 ― 
 

現在は、男子 Aリーグの４チームだが、最盛期の平成９年には、男

子が A～Ｇまでの７リーグの４０チーム、女子は、２リーグの６チー

ム、全４６チームの団体戦で行われていた。優勝、準優勝の２チーム

が年２回開かれる、神奈川県実業団対抗テニス大会（B大会）へ出場

している。 

 なお、神奈川県実業団リーグには、秦野市代表として、日立 ESD-

Aチーム（男子）が平成２１年度まで、日立情報通信-A（旧日立 IT）

（男子）が、平成２９年度まで参戦していた。 

 

 

― 会長杯支部争奪戦（団体） ― 
 

 本大会は、加盟支部の親睦と技術研鑽の為に昭和５０年から始まり、

加盟支部で男子ダブルス×３、女子ダブルス×1、混合ダブルス×１

チームを結成し戦う。対戦相手支部と一緒に応援し、楽しい協会のお

祭り的な大会になっている。 

 

 

― 秦野市選手権シングルス大会 ― 
 

 本大会は、昭和５０年に（有）秦野スポーツ（当時）遠藤 忠氏寄

贈のカップによって、秦野市テニス選手権としてスタートした。また、

女子の部も昭和５２年からスタートし、現在、秦野市テニス協会が主

催する最大の大会であり、神奈川県選手権大会につながる大会でもあ

る。 

 

 

― 秦野市総合体育大会 ― 
 

 「日頃スポーツを愛好する多くの市民に競技会の機会を設け、スポ

ーツを通じて健康で明朗な心身の育成を図るとともに、各地区対抗の

競技会を通じて、各地区の親睦を図り、市民のスポーツ水準の向上を

図る。」との趣旨で秦野市体育協会が主催する大会で、１６競技種目
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があった。 

平成２８年から、秦野市スポーツ協会に所属する各協会毎の開催と

なり、市長杯テニス大会として継続開催している。各地区の代表選手

がチームを編成し、男子ダブルス×３、女子ダブルス×１、混合ダブ

ルス×１の種目で戦っている。 

 

 

― 市民の日テニス教室 ― 
 

 １１月３日の市民の日の行事に参画してきた。テニスの楽しさ、心

地よい汗を知ってもらうため、初めてラケットを握る人、ゲームが面

白くなってきた初心者を対象に開催している。 

 

 

― キッズテニス ― 
 

 ９月２３日のテニスの日制定記念行事ということで実施してきた。

将来有望な選手を育成するためにも、小さいうちからテニスに親しん

でもらう企画である。これからも頑張る親子を応援していく。 

 

 

― テニスを楽しむ会 ― 
 

 平成２２年１０月に、第 1回テニスを楽しむ会を開催した。 

初心者・中級者で、テニスの上達と仲間作りもしたい人を対象に、

ダブルスのゲームとレッスンを取り入れることで、ゲーム中の動きな

ども体験できる。平成２３年からは、春・秋の年 2回の開催とした。

多くの方が、新しい仲間を作り、楽しんでいる。 

 

 

― 平日ダブルス大会 ― 
 

 平成２４年６月に、第 1回平日ダブルス大会を開催した。 

平日にテニスを楽しむ方々の親睦と、腕試しを兼ね、クラス別に分

かれて、ダブルスの試合を行っている。平成２６年からは、春・秋の

年２回の開催とした。 
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活 動 内 容



 

― 車いすテニス・ニューミックス大会 ― 
 

 平成２４年１０月に、第 1回車いすテニス・ニューミックス大会を

開催した。 

 車いす者と健常者がペアを組み、協力し合いながら、ダブルスの試

合を行うことにより、車いす者と健常者の相互理解を深めるとともに、

互いの技術の向上を目的に行っている。また、毎試合毎にパートナー

を変える方式により、より多くの車いす者、健常者との交流を深めて

いる。毎年１０月の第１日曜日が開催の予定日。 

 

 

― ジュニアテニス大会 ― 
 

 平成２２年１１月に、第１回ジュニアテニス大会（ワンデイ）を開

催した。 

秦野市及び近隣地区のテニスを愛好し、上達を目指すジュニアに対

して、年齢に応じたテニスの試合を通じて、日ごろの練習の成果を確

認する機会としている。更に、ジュニアが勝つ喜び、負ける悔しさを

体験することにより、忍耐力、協調性など精神的な成長を期待してい

る。 

１０歳以下（男女混合）、１２歳以下／１４歳以下（男子、女子）の

クラスで、平成２５年の第 4 回大会からは 2 日間、平成２８年の第

７回大会からは３日間の大会に変更した。 

 

 

― チャリティーテニス大会 ― 
 

 平成 30年 1月に、第 1回チャリティーテニス大会を開催した。 

カルチャーパーク・コートの利用者が、自分たちのコートとして大

切に使い守っていくとい気持ちを育む為、チャリティーテニス大会を

開催し、参加費の一部をスマッシュ基金に寄付している。 
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事業内容の変遷
年 度 開催日 行事名 会 場

昭和45年度 5月 第1回春季大会

（1970年度） 11月 第2回秋季大会

昭和46年度 4月 秦野市硬式テニスクラブの設立
（1971年度） 5月 第3回春季大会

10月 第4回秋季大会

昭和47年度 5/21 第5回春季大会

（1972年度） 10/29 第6回秋季大会

昭和48年度 5/27 第7回春季大会 南中学校

（1973年度） 11月 第8回秋季大会 南中学校

昭和49年度 5月 第9回春季大会
（1974年度） 7月 テニス教室

9月 第10回秋季大会

昭和50年度 4月 秦野市体育協会に加盟
（1975年度） 4/27 第1回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート

5月 テニス講習会
6月 テニス教室
5/25・6/8 第11回春季大会 市営コート／日本電子機器㈱コート

6/8 男子シングルス大会
7/13 第20回市民総合体育大会 市営コート
7/13 年齢別大会（雨天中止）
8/24 初心者大会
9/13～9/15 合宿 山中湖
9/28～ 第12回秋季大会 市営コート
10/10（体育の日） テニス講習会
10～11月 第1回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 日鍛バルブテニスコート

テニス教室 市営コート／日鍛バルブテニスコート

昭和51年度 4・5月 テニス講習会
（1976年度） 4/18 第2回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート

5/8・5/22 第13回春季大会 市営コート
6/19 初心者大会 市営コート
5/10～ ママさん教室
7/31 第21回市民総合体育大会 市営コート
10/23～ 第2回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 市営コート

10/30 第14回秋季大会 市営コート

昭和52年度 4/2～ ママさん教室
（1977年度） 5/8 第15回春季大会 市営コート

7/31 第22回市民総合体育大会 市営コート
10/23～ 第3回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 市営コート

10/30 第16回秋季大会 市営コート

昭和53年度 4/1・4/2 春季指導者研修会 静岡県
（1978年度） 4/16 第3回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート

5/14～ 第17回春季大会 市営コート
初心者大会 市営コート

9/3 第23回市民総合体育大会 市営コート
9/30 秋季研修会
9/22～ 第18回秋季大会 市営コート

11/9～ 第4回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 市営コート

昭和54年度 4/16 第4回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
（1979年度） 5/14～ 第19回春季大会 市営コート

6/18 初心者大会
7/29 第24回市民総合体育大会 市営コート
10/22～ 第20回秋季大会 市営コート

11/19～ 第5回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 市営コート

昭和55年度 4/27 第5回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
（1980年度） 5/11～ 第21回春季大会 市営コート

7/27 第25回市民総合体育大会 市営コート
8/17～ 第22回秋季大会 市営コート
11/2 市民の日「テニス教室」 市営コート

11/9～ 第6回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 市営コート
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年 度 開催日 行事名 会 場

昭和56年度 4/26 第6回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
（1981年度） 5/24～ 第23回春季大会 市営コート

6/6～毎週土曜日 春季講習会
7/26 第26回市民総合体育大会 市営コート
8/30 第24回秋季大会 市営コート
10/17 秋季講習会 市営コート
11/1 市民の日「プロによるテニススクール」 市営コート

11/8～ 第7回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 市営コート・日立神奈川

昭和57年度 4/25～ 第7回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
（1982年度） 5/16～ 第25回春季大会 市営コート

5/29・5/30 指導者研修会
7/25 第27回市民総合体育大会（雨天中止）
6/19～ 春季講習会
9/19～ 第8回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 市営コート・日立神奈川

10/2～ 秋季講習会
10/17～ 第26回秋季大会 市営コート

11/7 市民の日「プロによるテニススクール」 市営コート

昭和58年度 4/24 第8回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
（1983年度） 5/15・5/22 第27回春季大会 市営コート

6/12 指導者研修会
6/11～7/23毎週土曜日 春季講習会 市営コート
7/31 第28回市民総合体育大会 市営コート
9/10・9/11 合宿 山中湖
10/16・10/23・10/30 第9回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 日立神奈川・なでしこ広場・市営コート

11/13・11/20・11/27 第28回秋季大会 市営コート
10/15～11/26毎週土曜日 秋季講習会 市営コート
11/26 市民の日「プロによるテニススクール」 市営コート

支部合同練習会 なでしこ広場

昭和59年度 4月 秦野市テニス協会に名称変更
（1984年度） 神奈川県テニス協会に加盟

4/29 第9回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
5/13・5/20・5/27 第29回春季大会 市営コート
5/26～7/14毎週土曜日 春季講習会 市営コート
7/29 第29回市民総合体育大会 市営コート・バレーコート

10/13～12/1毎週土曜日 秋季講習会 市営コート
10/21・10/28・11/3 第10回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 日興電機・市営コート
11/3・11/4 市民の日記念行事「ﾃﾆｽｽｸｰﾙ&勝抜きﾄｰﾅﾒﾝﾄ」 市営コート・バレーコート

11/18・11/25・12/2 第30回秋季大会 市営コート・日立神奈川

毎月第1日曜日 支部合同練習会 なでしこ広場

昭和60年度 4/28 第10回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
（1985年度） 5/12・5/19・5/26 第31回春季大会 市営コート

6/2 神奈川県実業団対抗テニス大会 なでしこ広場
6/1～7/20毎週土曜日 春季講習会 市営コート
7/28 第30回市民総合体育大会 市営コート・バレーコート

10/13・10/27・11/4・11/23 第11回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 日興電機・市営コート・なでしこ広場

11/3・11/4 市民の日記念行事「ﾃﾆｽｽｸｰﾙ&勝抜きﾄｰﾅﾒﾝﾄ」 市営コート・バレーコート

11/10・11/17・11/23・12/8 第32回秋季大会 市営コート・日立神奈川・なでしこ広場

11/2～12/21毎週土曜日 秋季講習会 市営コート

毎月第1日曜日 支部合同練習会 なでしこ広場

昭和61年度 4/12・4/13 ナイター開き講習会 市営コート
（1986年度） 4/20 第11回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート

5/18・5/25・6/1 第33回春季大会 市営コート
5/30～全5回毎週土曜日 春季講習会 市営コート
6/15～ 秦野市実業団リーグ 各地
7/27 第31回市民総合体育大会 市営コート
10/5・10/19・10/26 第12回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 日興電機・市営コート
10/18～全7回毎週土曜日 秋季講習会 市営コート
11/2・11/3 市民の日記念行事「ﾃﾆｽｽｸｰﾙ&勝抜きﾄｰﾅﾒﾝﾄ」 市営コート
11/16・11/23・11/24・11/26・11/28 第34回秋季大会 市営コート・小田急コート
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事業内容の変遷

年 度 開催日 行事名 会 場

昭和62年度 4/19 第12回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
（1987年度） 5/2～ 神奈川県テニス選手権大会 川崎市

5/17～ 第35回春季大会 市営コート他
5/24～ 秦野市実業団リーグ 市内
6/6～ 春季講習会 市営コート
6/14 秦野市ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 市営コート
6/20 都市対抗神奈川県予選大会 藤沢市
7/11～ 神奈川県実業団リーグ 市営コート
8/16～ 第13回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 市営コート他
9/5～ 秋季講習会 市営コート
9/6 第32回市民総合体育大会 市営コート
11/3 市民の日テニス教室 市営コート

11/8～ 第36回秋季大会 市営コート他

昭和63年度 4/24 第13回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
（1988年度） 5月～ 秦野市実業団リーグ 各支部コート

5/1～ 神奈川県テニス選手権大会 川崎市
5/8～ 第37回春季大会 市営コート
6/4～ 春季初心者講習会 市営コート
6/12 秦野市ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 市営コート
8/26 第33回秦野市総合体育大会 市営コート
9/18～ 第14回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会（雨天中止）

10/1～ 秋季初心者講習会 市営コート
11/3 第10回市民の日テニス教室 市営コート
11/13～ 第38回秋季大会 市営コート

2/26 県央地区連合協会大会 厚木市

平成元年度 4/23 第14回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
（1989年度） 5～8月 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地

5～8月 秦野市実業団リーグ 各地
5/14～6/25 第39回春季ダブルス大会 運動公園・なでしこ広場

9/10 第34回秦野市総合体育大会 市営コート
9/17～12/10 第40回秋季ダブルス大会 市営コート
11/12～11/26 第14回ﾊﾀﾉｽﾎﾟｰﾂ杯ｼﾝｸﾞﾙｽ選手権大会 市営コート
10/7～12/2 秋季初心者テニス教室 市営コート
11/3 第11回市民の日テニス教室 市営コート

都市対抗神奈川県予選大会 各地

県央地区連合協会大会 厚木市

平成2年度 4/14 都市対抗神奈川県予選大会 各地
（1990年度） 4/23 第15回会長杯争奪支部対抗戦（雨天中止）

5/1～5/3 神奈川県テニス選手権大会 川崎市
5/13～6/10 第41回春季ダブルス大会 市営コート
5～10月 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
6/2～ 春季初心者テニス教室 市営コート
8/26 第35回秦野市総合体育大会 市営コート
9/16～10/26 第42回秋季ダブルス大会（雨天中止） 市営コート
11/3 市民の日テニス教室 市営コート
11/11～11/25 第15回シングルス大会 市営コート
12/1～ 秋季初心者テニス教室 市営コート

2/3 県央地区連合協会大会 厚木市

平成3年度 4/21 第16回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
（1991年度） 4/ 都市対抗神奈川県予選大会（DEF）

5/1～5/3 神奈川県テニス選手権大会 川崎市
5～10月 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
5/12～6/9 第43回春季ダブルス大会 市営コート
6/1～7/ 春季初心者テニス教室 市営コート
8/25 第36回秦野市総合体育大会 市営コート
9/15～11/10 第44回秋季ダブルス大会 市営コート
11/10～11/24 第16回シングルス大会 市営コート
10/1～11/ 秋季初心者テニス教室 市営コート
11/3 市民の日テニス教室 市営コート

2/2 県央地区連合協会大会 厚木市

19

事 業 内 容 の 変 遷



年 度 開催日 行事名 会 場

平成4年度 4/4 都市対抗神奈川県予選大会 各地
（1992年度） 4/21 第17回会長杯争奪支部対抗戦（雨天中止）

5/1～5/3 神奈川県テニス選手権大会 川崎市
5～10月 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
5/24～6/28 第45回春季ダブルス大会 市営コート
6/1～7/ 春季初心者テニス教室 市営コート
8/23 第37回秦野市総合体育大会 市営コート
8/30～9/20 第46回秋季ダブルス大会 市営コート
10/10～11/ 秋季初心者テニス教室 市営コート
11/1～11/22 第17回シングルス大会 市営コート
11/3 市民の日テニス教室 市営コート

2/ 県央地区連合協会大会 厚木市

平成5年度 4/16 都市対抗神奈川県予選大会
（1993年度） 4/17 第18回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート

4/18 神奈川県テニス選手権大会
5/3 第47回春季ダブルス大会 市営コート
5/9～6/27 春季初心者テニス教室 市営コート
5～10月 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
8/22 第38回秦野市総合体育大会 市営コート
8/29～9/19 第48回秋季ダブルス大会 市営コート
10/ 秋季初心者テニス教室 市営コート
11/6～11/26 第18回シングルス大会 市営コート
11/3 市民の日テニス教室 市営コート

2/6 県央地区連合協会役員大会 厚木市

平成6年度 4/10 第19回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
（1994年度） 4/17～7/24 第49回春季ダブルス大会 市営コート

4/17 都市対抗神奈川県予選大会 各地
5/1・5/3 神奈川県テニス選手権大会 川崎市
5～10月 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
6/ 春季初心者テニス教室 市営コート
8/22 第39回秦野市総合体育大会 市営コート
9/4～9/18 第50回秋季ダブルス大会 市営コート
11/6～11/26 第19回シングルス大会（雨天中止） 市営コート

秋季初心者テニス教室 市営コート
11/3 市民の日テニス教室 市営コート

2/18 県央地区連合協会役員大会 厚木市

平成7年度 4/8 都市対抗神奈川県予選大会 各地
（1995年度） 4/9 第20回会長杯争奪支部対抗戦（雨天中止）

5/1・5/3 神奈川県テニス選手権大会 川崎市
5/21・6/18・6/25 第51回春季ダブルス大会 市営コート
5～10月 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
6～7月（土曜日） 春季初心者テニス教室 市営コート
8/20 第40回秦野市総合体育大会 市営コート
9/10・9/24・10/1 第52回秋季ダブルス大会（雨天中止） 市営コート
10/22～11/26 第20回シングルス大会 市営コート
10～11月（土曜日） 秋季初心者テニス教室 市営コート
11/3 市民の日テニス教室 市営コート

12/9 県央地区連合協会役員大会 県央体育センター

平成8年度 4/6・4/7 都市対抗神奈川県予選大会 荏原SSC
（1996年度） 4/14 第21回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート

5/1～5/4 神奈川県テニス選手権大会 富士見コート他
5/19～6/9 第53回春季ダブルス大会 市営コート
5～10月 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
6～7月（土曜日） 春季初心者テニス教室 市営コート
8/18 第41回秦野市総合体育大会 市営コート
9/8・9/22・10/1 第54回秋季ダブルス大会 市営コート
10～11月（土曜日） 秋季初心者テニス教室 市営コート
11/3 市民の日テニス教室 市営コート
11/10～12/1 第21回シングルス大会 市営コート

2/ 県央地区連合協会大会 県央体育センター
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年 度 開催日 行事名 会 場

平成9年度 4/6・4/7 都市対抗神奈川県予選大会 各地
（1997年度） 4/20 第22回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート

5/1 神奈川県テニス選手権大会 川崎市
5～10月 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
5/25～6/15 第54回春季ダブルス大会 市営コート
6～7月（土曜日） 春季初心者テニス教室 市営コート
8/17 第42回秦野市総合体育大会 市営コート
9/14～10/10 第55回秋季ダブルス大会 市営コート
10～11月（土曜日） 秋季初心者テニス教室 市営コート
11/3 市民の日テニス教室 市営コート
11/16～12/14 第22回シングルス大会 市営コート

2/ 県央地区連合協会大会 県央体育センター

平成10年度 4/4 都市対抗神奈川県予選大会 南毛利
（1998年度） 4/19 第23回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート

4/25～ 神奈川県テニス選手権大会 川崎市
4/29・5/10・5/24・8/2 第56回春季ダブルス大会 市営コート
5～10月 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
6/20・6/27・7/4・7/11・7/18・7/25 春季初心者テニス教室 市営コート
8/16 第43回秦野市総合体育大会 市営コート
9/13・10/11・10/25 第57回秋季ダブルス大会 市営コート
9/23 テニスの日記念事業「キッズテニス」 市営コート
11/3 市民の日テニス教室 秦野市総合体育館
10/3・10/10・10/31・11/7・11/14・11/21 秋季初心者テニス教室 市営コート
11/7・11/15・11/29・12/1 第23回シングルス大会 市営コート
1/21 レディース初心者テニス大会 市営コート

2/14 県央地区連合協会大会 厚木市

平成11年度 4/17 都市対抗神奈川県予選大会 各地
（1999年度） 4/18・6/13 第24回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート

4/29～ 神奈川県テニス選手権大会 川崎市
5/16・5/23・5/30 第58回春季ダブルス大会 市営コート
5～10月 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
6/5～7/24 春季初心者テニス教室 市営コート
8/16 第44回秦野市総合体育大会 市営コート
9/12～9/26 第59回秋季ダブルス大会 市営コート
9/23 テニスの日記念事業 南が丘中学校体育館
10/2～11/27 秋季初心者テニス教室 市営コート
11/3 市民の日テニス教室 市営コート
11/7～11/28 第24回シングルス大会 市営コート

1/21 レディース初心者テニス大会 市営コート

平成12年度 4/1 都市対抗神奈川県予選大会 各地
（2000年度） 4/15・4/22・5/6・5/13・5/20・5/27 春季初心者テニス教室 市営コート

4/23・4/30 第25回会長杯争奪支部対抗戦 市営コート
4/29～ 神奈川県テニス選手権大会 川崎市
5/14・5/21・6/18 第60回春季ダブルス大会 市営コート
5～10月 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
8/20 第45回秦野市総合体育大会 市営コート
9/3・9/10・9/24 第61回秋季ダブルス大会 市営コート
9/23 テニスの日記念事業 南が丘中学校体育館
10/7・10/14・10/21・10/28・11/4・11/11・11/18 秋季初心者向けテニス教室 市営コート
11/3 市民の日テニス教室 市営コート
11/5～11/26 第25回シングルス大会 市営コート
1/25 レディース初心者テニス大会 おおね公園

2/18 県央地区連合協会大会 厚木市
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年 度 開催日 行事名 会 場

平成13年度 4/7 第25回都市対抗神奈川県予選大会 厚木市南毛利
（2001年度） 4/14～ 春季初心者テニス教室 おおね公園

4/15 第26回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園
4/29～5/5 第50回神奈川県テニス選手権大会 荏原SSC他
春季・秋季 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
春季・秋季 神奈川県ビジネスパル（実業団）大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
5/13・5/20・6/10 第62回春季ダブルス大会 運動公園
8/5 第46回秦野市総合体育大会 運動公園
9/2・9/16・9/23 第63回秋季ダブルス大会 運動公園
9/23 テニスの日キッズテニス 運動公園
10/6～ 秋季初心者テニス教室 運動公園
10/28・11/4・11/11・11/25 第26回シングルス大会 運動公園
11/3 市民の日テニス教室 運動公園
11/17 創立30周年記念式典祝賀パーティ グランドホテル神奈中・秦野

12/22 創立30周年記念イベント（柳昌子プロテニスクリニック） おおね公園
2/17 第14回県央地区大会 厚木市南毛利

3/8 初心者テニス大会 運動公園

平成14年度 4/13～ 春季初心者テニス教室 おおね公園
（2002年度） 4/14 第27回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園

4/21 第26回都市対抗神奈川県予選大会 厚木市南毛利
4/29～5/5 第51回神奈川県テニス選手権大会 荏原SSC他
春季・秋季 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
春季・秋季 神奈川県ビジネスパル（実業団）大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
5/12・5/19・6/9 第64回春季ダブルス大会 運動公園
8/7 第47回秦野市総合体育大会 運動公園
9/1・9/8・9/15・9/22・9/29 第65回秋季ダブルス大会 運動公園
9/23 テニスの日キッズテニス 南が丘中学校体育館
10/27・11/10・12/8・12/15 第27回シングルス大会 運動公園
10/5～ 秋季初心者テニス教室 運動公園
11/3 市民の日テニス教室 運動公園
2/27 第15回県央地区大会 厚木市南毛利

2/27 初心者テニス大会 運動公園

平成15年度 4/12・4/13 第27回都市対抗神奈川県予選大会 厚木市南毛利
（2003年度） 4/13 第28回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園

4/26～5/5 第52回神奈川県テニス選手権大会 荏原SSC他
春季 春季初心者テニス教室 おおね公園
春季・秋季 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
春季・秋季 神奈川県ビジネスパル（実業団）大会 各地
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
5/11・5/18・5/25・6/8・7/5 第66回春季ダブルス大会 運動公園
8/3 第48回秦野市総合体育大会 運動公園
8/31・9/7・9/14 第67回秋季ダブルス大会 運動公園
9/23 テニスの日キッズテニス 渋沢中学校体育館
10/26・11/9・11/23 第28回シングルス大会 運動公園
11/3 市民の日テニス教室 運動公園
秋季 秋季初心者テニス教室 運動公園
2/15 第16回県央地区大会 厚木市南毛利

2/26 第1回フレンドリーテニス大会 おおね公園
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年 度 開催日 行事名 会 場

平成16年度 4/10 第28回都市対抗神奈川県予選大会 厚木市南毛利
（2004年度） 4/11 第29回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園

4/29～5/5 第53回神奈川県テニス選手権大会 荏原SSC他
5/8～6/26 春季初心者テニス教室 おおね公園
5/9・5/23・5/30・6/13 第68回春季ダブルス大会 運動公園
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地
春季・秋季 神奈川県実業団対抗テニス大会 各地
春季・秋季 神奈川県ビジネスパル（実業団）大会 各地
8/8 第49回秦野市総合体育大会 運動公園
9/12・9/19・10/28・11/14・11/28 第69回秋季ダブルス大会 運動公園
9/23 テニスの日キッズテニス 末広小学校体育館
10/2～11/13 秋季初心者テニス教室 運動公園
11/3 市民の日テニス教室 運動公園
11/20 青少年育成事業小学生テニス教室 運動公園
11/21・12/19・12/26 第29回シングルス大会 運動公園
12/10 第2回フレンドリーテニス大会 おおね公園

2/13 第17回県央地区大会 厚木市南毛利

平成17年度 4/9・4/10 第29回都市対抗神奈川県予選大会 厚木市南毛利
（2005年度） 4/10・4/17・4/24 第30回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園他

4/29～5/7 第54回神奈川県テニス選手権大会 荏原SSC他
4～5月 第58回神奈川県実業団対抗テニス大会（ビジネスパル） 各地コート
5/8・5/15・5/22・5/29・6/12 第70回春季ダブルス大会 運動公園他
5/14～6/25 春季初心者テニス教室 おおね公園
5～8月 第35回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地コート
8/7 第50回秦野市総合体育大会 運動公園
8/28・9/4・9/11・9/18・9/25 第71回秋季ダブルス大会 運動公園他
9/23 テニスの日キッズテニス 末広小学校体育館
9～10月 第59回神奈川県実業団対抗テニス大会（ビジネスパル） 各地コート
10/1～11/19 秋季初心者テニス教室 運動公園
10/9・10/16・10/23・10/30・11/13・11/20 第30回シングルス大会 運動公園他
10～2月 第36回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
11/3 市民の日テニス教室 運動公園
12/1 第3回フレンドリーテニス大会 おおね公園

2/19 第18回県央地区大会 厚木市南毛利

平成18年度 4/9・4/23 第31回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園他
（2006年度） 4/29～5/7 第55回神奈川県テニス選手権大会 川崎市富士見コート他

4/30・5/14・5/21・5/28・6/4 第72回春季ダブルス大会 運動公園他
4～5月 第60回神奈川県実業団対抗テニス大会（ビジネスパル） 各地コート
4～8月 第37回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
5/20～7/8 春季初心者テニス教室 おおね公園
5～11月 秦野市実業団リーグ 各地コート
7/30 第51回秦野市総合体育大会 運動公園
9/3・9/10・9/17・9/24 第73回秋季ダブルス大会 運動公園他
9/23 テニスの日キッズテニス 末広小学校体育館
9～10月 第61回神奈川県実業団対抗テニス大会（ビジネスパル） 各地コート
10/7～11/25 秋季初心者テニス教室 運動公園
10/8・10/15・10/29・11/12・11/19 第31回シングルス大会 運動公園他
10～1月 第38回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
11/3 市民の日テニス教室 運動公園
12/1 第5回フレンドリーテニス大会 おおね公園

2/25 第19回県央地区大会 厚木市南毛利テニスコート
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年 度 開催日 行事名 会 場

平成19年度 4/8・4/15 第32回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園他
（2007年度） 4～5月 第62回神奈川県実業団対抗テニス大会（ビジネスパル） 各地コート

4～8月 第39回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
4/24～5/6 第56回神奈川県テニス選手権大会 川崎市富士見コート他
4/29・5/13・5/20・5/27・7/8 第74回春季ダブルス大会 運動公園他
5/12～6/30 春季初心者テニス教室 おおね公園
5～11月 秦野市実業団リーグ 各地コート
7/29 第52回秦野市総合体育大会 運動公園
8/26・9/9・9/16・9/23・2/10 第75回秋季ダブルス大会 運動公園他
9/23 テニスの日キッズテニス 堀川小学校体育館
10/6～11/24 秋季初心者テニス教室 運動公園
10/7・10/14・10/28・11/18 第32回シングルス大会 運動公園他
10～11月 第63回神奈川県実業団対抗テニス大会（ビジネスパル） 各地コート
10～1月 第40回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
11/3 市民の日テニス教室 運動公園
11/30 第6回フレンドリーテニス大会 おおね公園

2/9 第20回県央地区大会　※第20回で終了 厚木市南毛利テニスコート

平成20年度 3/30・4/13 第33回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園
（2008年度） 4/5・4/6 第32回都市対抗神奈川県予選 小田原テニスガーデン

4/28～5/4 第57回神奈川県テニス選手権大会 川崎市富士見コート他
4～5月 第64回神奈川県実業団対抗テニス大会（ビジネスパル） 各地コート
4～8月 第41回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
5/11・5/18・6/8・6/15 第76回春季ダブルス大会 運動公園他
5/10～6/21 春季初心者テニス教室 おおね公園
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地コート
8/3 第53回秦野市総合体育大会 運動公園
8/31・9/7・9/14・9/28 第77回秋季ダブルス大会 運動公園他
9/23 テニスの日キッズテニス 末広小学校体育館
10/4～11/15 秋季初心者テニス教室 運動公園
10/5・10/26・11/9・11/16 第33回シングルス大会 運動公園
10～11月 第65回神奈川県実業団対抗テニス大会（ビジネスパル） 各地コート
10～1月 第42回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
11/3 市民の日テニス教室 運動公園

11/28 第7回フレンドリーテニス大会 運動公園

平成21年度 3/29・4/12 第34回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園
（2009年度） 4/4・4/5 第33回都市対抗神奈川県予選 厚木市南毛利テニスコート

4/27～5/3 第58回神奈川県テニス選手権大会 川崎市富士見コート他
4～5月 第66回神奈川県実業団対抗テニス大会（ビジネスパル） 各地コート
4～8月 第43回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
5/10・5/31・6/14・6/21・6/27 第78回春季ダブルス大会 運動公園他
5/23～6/27 春季初心者テニス教室 おおね公園
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地コート
8/2 第54回秦野市総合体育大会 運動公園
8/30・9/6・9/13・9/20 第79回秋季ダブルス大会 運動公園他
9/23 テニスの日キッズテニス 末広小学校体育館
10/4・10/11・11/8・11/15 第34回シングルス大会 運動公園他
10/17～11/21 秋季初心者テニス教室 運動公園
10～11月 第67回神奈川県実業団対抗テニス大会（ビジネスパル） 各地コート
10～1月 第44回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
11/3 市民の日テニス教室 運動公園

12/4 第8回フレンドリーテニス大会 運動公園
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事業内容の変遷

年 度 開催日 行事名 会 場

平成22年度 3/28・4/11 第35回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園
（2010年度） 4/3・4/4 第34回都市対抗神奈川県予選 厚木市南毛利テニスコート

4/24～5/3 第59回神奈川県テニス選手権大会 川崎市富士見コート他
4～5月 第68回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
4～8月 第45回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
5/9・5/15・6/13・6/20・6/27 第80回春季ダブルス大会 運動公園
5/22～6/19 春季初心者テニス教室 おおね公園
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地コート
8/1 第55回秦野市総合体育大会 運動公園
9/5・9/11・9/12・9/18・9/19 第81回秋季ダブルス大会 運動公園他
9/23 テニスの日キッズテニス 広畑小学校体育館
10/6・10/13・10/20・10/27 第1回テニスを楽しむ会 運動公園
10/9・10/10・10/31・11/14・11/21・11/28 第35回シングルス大会 運動公園
10/16～11/20 秋季初心者テニス教室 運動公園
10～11月 第69回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
10～1月 第46回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
11/3 市民の日テニス教室 運動公園
11/21 第1回秦野市ジュニアテニス大会 おおね公園
11/27 神奈川県公認指導員養成研修会 小田原テニスガーデン

12/3 第9回フレンドリーテニス大会 運動公園

平成23年度 ※東日本大震災により中止 第36回会長杯争奪支部対抗戦（40周年記念）　

（2011年度） 4/9・4/10 第35回都市対抗神奈川県予選 厚木市南毛利テニスコート

4/25～5/1 第60回神奈川県テニス選手権大会 川崎市富士見コート他
4～5月 第70回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
4～8月 第47回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
5/8・5/15・5/21・6/12・6/19 第82回春季ダブルス大会 運動公園
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地コート
6/1・6/8・6/15・6/22 第2回テニスを楽しむ会 運動公園
6/4～7/16 春季初心者テニス教室 おおね公園
7/31 第56回秦野市総合体育大会 運動公園
9/4・9/10・9/11・9/17・9/24 第83回秋季ダブルス大会 運動公園他
9/23 テニスの日キッズテニス 末広小学校体育館
9/28・10/12・10/19・10/26 第3回テニスを楽しむ会 運動公園
10/8・10/9・10/30・11/13・11/20 第36回シングルス大会 運動公園
10/29～11/26 秋季初心者テニス教室 運動公園
10～11月 第71回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
10～1月 第48回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
11/3 市民の日テニス教室 運動公園
11/20 第2回秦野市ジュニアテニス大会 おおね公園
12/4 40周年記念式典／トークショー（杉山愛） 文化会館

12/9 第10回フレンドリーテニス大会 運動公園

平成24年度 3/25・4/8 第37回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園
（2012年度） 4/7・4/8 第36回都市対抗神奈川県予選 横浜市三ツ沢コート他

4/21～5/2 第61回神奈川県テニス選手権大会 川崎市富士見コート他
4～5月 第72回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
4～8月 第49回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
5/13・5/26・5/27・6/10・6/17 第84回春季ダブルス大会 運動公園
5/19～6/16 春季初心者テニス教室 おおね公園
5/29～6/19 第4回テニスを楽しむ会 運動公園
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地コート
6/28 第1回平日ダブルス大会 運動公園
7/29 第57回秦野市総合体育大会 運動公園
9/2・9/8・9/9・9/15・9/23 第85回秋季ダブルス大会 運動公園他
9/27～10/18 第5回テニスを楽しむ会 運動公園
9/15～10/27 秋季初心者テニス教室 運動公園
9/23 テニスの日キッズテニス 南が丘小学校体育館
10/7・10/13・10/20・10/28・11/11・11/18 第37回シングルス大会 運動公園
10/8 第1回秦野車いすテニス・ニューミックス大会 おおね公園
10/28 神奈川県公認指導員養成研修会 運動公園
10～11月 第73回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
10～1月 第50回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
11/3 市民の日テニス教室 運動公園
11/18 第3回秦野市ジュニアテニス大会 おおね公園

11/30 第11回フレンドリーテニス大会 運動公園
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年 度 開催日 行事名 会 場

平成25年度 3/31・4/14 第38回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園
（2013年度） 4/6・4/7 第37回都市対抗神奈川県予選 厚木市南毛利テニスコート

4/20～4/30 第62回神奈川県テニス選手権大会 川崎市富士見コート他
4～5月 第74回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
4～8月 第51回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
5/12・5/25・5/26・6/9・6/23 第86回春季ダブルス大会 運動公園
5/18～6/15 春季初心者テニス教室 運動公園
5/28～6/18 第6回テニスを楽しむ会 運動公園
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地コート
6/27 第2回平日ダブルス大会 運動公園
7/28 第58回秦野市総合体育大会 運動公園
9/7・9/8・9/22・9/29 第87回秋季ダブルス大会 運動公園他
9/14～10/19 秋季初心者テニス教室 運動公園
9/23 テニスの日キッズテニス 末広小学校体育館
9/26～10/17 第7回テニスを楽しむ会 運動公園
10/6 第2回秦野車いすテニス・ニューミックス大会 おおね公園
10/6・10/12・10/19・10/27・11/10・11/17 第38回シングルス大会 運動公園
10/31 第3回平日ダブルス大会 運動公園
10～11月 第75回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
10～1月 第52回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
11/3 市民の日テニス教室 運動公園
11/10・11/17 第4回秦野市ジュニアテニス大会 おおね公園

11/15・11/22 第12回フレンドリーテニス大会 運動公園

平成26年度 4/5・4/6 第38回都市対抗神奈川県予選 厚木市南毛利テニスコート

（2014年度） 4/13・4/19 第39回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園
4/19～4/29 第63回神奈川県テニス選手権大会 川崎市富士見コート他
4～5月 第76回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
4～8月 第53回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
5/11・5/24・5/25・6/8・6/15 第88回春季ダブルス大会 運動公園
5/24～6/21 春季初心者テニス教室 運動公園
5～9月 秦野市実業団リーグ 各地コート
5/27～6/17 第8回テニスを楽しむ会 運動公園
6/26 第4回平日ダブルス大会 運動公園
7/27 第59回秦野市総合体育大会 運動公園
8/24・9/6・9/14・9/21・9/28 第89回秋季ダブルス大会　※市内在住、在勤、在学者オープン化 運動公園他
9/23 親子で楽しむキッズテニス教室 末広小学校体育館
9/25～10/16 第9回テニスを楽しむ会 運動公園
9/13～10/25 秋季初心者テニス教室 運動公園
10/12 第3回秦野車いすテニス・ニューミックス大会 おおね公園
10/11・10/18・10/26・11/9・11/15 第39回シングルス大会　※市内在住、在勤、在学者オープン化 運動公園
10/30 第5回平日ダブルス大会 運動公園
10～11月 第77回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
10～1月 第54回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
11/3 市民の日テニス教室 運動公園
11/16・11/23 第5回秦野市ジュニアテニス大会 おおね公園

11/14 第13回フレンドリーテニス大会 運動公園
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平成27年度 4/4 第39回都市対抗神奈川県予選 厚木市南毛利テニスコート

（2015年度） 4/12・4/18 第40回会長杯争奪支部対抗戦 運動公園
4/18～4/27 第64回神奈川県テニス選手権大会 川崎市富士見コート他
4～5月 第78回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
4～8月 第55回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
5/10・5/23・5/24・5/30・6/7 第90回春季ダブルス大会　※市内在住、在勤、在学者オープン化 運動公園
5/16～6/13 春季初心者テニス教室 運動公園
5/26～6/16 第10回テニスを楽しむ会 運動公園
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地コート
6/18・6/25 第6回平日ダブルス大会 運動公園
7/26 第60回秦野市総合体育大会 運動公園
8/23・9/5・9/13・9/20 第91回秋季ダブルス大会　※市内在住、在勤、在学者オープン化 運動公園他
9/23 親子で楽しむキッズテニス教室 総合体育館
9/24～10/15 第11回テニスを楽しむ会 運動公園
10/4 第4回秦野車いすテニス・ニューミックス大会 おおね公園
10/4・10/17・10/18・10/24・11/14・11/22 第40回シングルス大会　※市内在住、在勤、在学者オープン化 運動公園
10/13・10/20 第7回平日ダブルス大会 運動公園
10/17～11/14 秋季初心者テニス教室 運動公園
10～11月 第79回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
10～1月 第56回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
11/3 市民の日テニス教室 運動公園

11/15・11/29・12/6 第6回秦野市ジュニアテニス大会 おおね公園

平成28年度 4/2 第40回都市対抗神奈川県予選 平塚市桃浜コート
（2016年度） 4/10・4/16 第41回会長杯争奪支部対抗戦 カルチャーパーク

4/16～4/25 第65回神奈川県テニス選手権大会 相模原市他
4～5月 第80回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
4～8月 第57回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
5/8・5/14・5/22・5/28・6/12 第92回春季ダブルス大会　※オープン化 カルチャーパーク
5/14～6/11 春季初心者テニス教室 カルチャーパーク
5/24～6/14 第12回テニスを楽しむ会 カルチャーパーク
5～10月 秦野市実業団リーグ 各地コート
6/16・6/23 第8回平日ダブルス大会 カルチャーパーク
7/19～8/16 夏季ジュニアテニス教室 カルチャーパーク
7/31 第61回秦野市総合体育大会　※終了 カルチャーパーク
8/28・9/4・9/10・9/11・9/25 第93回秋季ダブルス大会　※オープン化 カルチャーパーク他
9/23 親子で楽しむキッズテニス教室 総合体育館
9/29～10/20 第13回テニスを楽しむ会 カルチャーパーク
10/2 第5回秦野車いすテニス・ニューミックス大会 おおね公園
10/2・10/15・10/22・10/30・11/6 第41回シングルス大会　※オープン化 カルチャーパーク
10/11・10/18 第9回平日ダブルス大会 カルチャーパーク
10/15～11/12 秋季初心者テニス教室 カルチャーパーク
10～11月 第81回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
10～1月 第58回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
11/3 市民の日テニス教室 カルチャーパーク

11/6・11/13・11/20 第7回秦野市ジュニアテニス大会 おおね公園
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年 度 開催日 行事名 会 場

平成29年度 4/8 第41回都市対抗神奈川県予選 藤沢市辻堂南部コート他

（2017年度） 4/9・4/15 第42回会長杯争奪支部対抗戦 カルチャーパーク
4/15～4/25 第66回神奈川県テニス選手権大会 大和市他
4～5月 第82回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
4～8月 第59回神奈川県実業団対抗テニスリーグ戦 各地コート
5/13・6/3・6/10・6/11・6/24 第94回春季ダブルス大会　※オープン化 カルチャーパーク
5/13～7/8 春季初心者テニス教室 カルチャーパーク他
5/23～6/13 第14回テニスを楽しむ会 カルチャーパーク
5～11月 秦野市実業団リーグ 各地コート
6/15・6/22 第10回平日ダブルス大会 カルチャーパーク
7/23 第1回秦野市長杯テニス大会 カルチャーパーク
7/29～9/2 夏季ジュニアテニス教室 カルチャーパーク
8/27・9/2・9/3・9/10・9/24 第95回秋季ダブルス大会　※オープン化 カルチャーパーク他
9/23 親子で楽しむキッズテニス教室 総合体育館
9/28～10/19 第15回テニスを楽しむ会 カルチャーパーク
10/1 第6回秦野車いすテニス・ニューミックス大会 カルチャーパーク
10/10・10/17 第11回平日ダブルス大会 カルチャーパーク
10/14～11/11 秋季初心者テニス教室 カルチャーパーク
10/14・10/21・10/28・11/5 第42回シングルス大会　※オープン化 カルチャーパーク
10～11月 第83回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
11/3 市民の日テニスフェスティバル カルチャーパーク
11/5・11/12・11/19 第8回秦野市ジュニアテニス大会 おおね公園
1/21 第1回チャリティーテニス大会 カルチャーパーク

2/24～3/4 第67回神奈川県テニス選手権大会 平塚市他

平成30年度 3/25・4/21 第43回会長杯争奪支部対抗戦 カルチャーパーク
（2018年度） 4/7 第42回都市対抗神奈川県予選 小田原テニスガーデン他

4～5月 第84回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
5/12～6/30 春季初心者テニス教室 カルチャーパーク
5/13・5/20・6/2・6/16・6/17 第96回春季ダブルス大会　※オープン化 カルチャーパーク
5/22～6/12 第16回テニスを楽しむ会 カルチャーパーク
5～11月 秦野市実業団リーグ 各地コート
6/7・6/14 第12回平日ダブルス大会 カルチャーパーク
7/22 第2回秦野市長杯テニス大会 カルチャーパーク
8/11～9/8 夏季ジュニアテニス教室 カルチャーパーク
9/1・9/2・9/9・9/15・9/23 第97回秋季ダブルス大会　※オープン化 カルチャーパーク他
9/27～10/18 第17回テニスを楽しむ会 カルチャーパーク
10/7 第7回秦野車いすテニス・ニューミックス大会 カルチャーパーク
10/9・10/16 第13回平日ダブルス大会 カルチャーパーク
10/20～11/24 秋季初心者テニス教室 カルチャーパーク
10/20・10/27・10/28・11/10 第43回シングルス大会　※オープン化 カルチャーパーク
10～11月 第85回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
11/3 市民の日テニスフェスティバル カルチャーパーク
11/11・11/18・11/25 第9回秦野市ジュニアテニス大会 おおね公園
1/6 第40回神奈川県クラブ対抗戦 湘南平TC
1/20 第2回チャリティーテニス大会 カルチャーパーク

2/24～3/4 第68回神奈川県テニス選手権大会 平塚市他
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事業内容の変遷

年 度 開催日 行事名 会 場

令和元年度 3/31・4/7 第44回会長杯争奪支部対抗戦 カルチャーパーク
（2019年度） 4/6 第43回都市対抗神奈川県予選 相模原市

4～5月 第86回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
5/19・6/9・6/16・6/22 第98回春季ダブルス大会　※オープン化 カルチャーパーク
5/18・6/1 春季テニス教室 カルチャーパーク
5/21～6/11 第18回テニスを楽しむ会 カルチャーパーク
5～11月 秦野市実業団リーグ 各地コート
6/6・6/13 第14回平日ダブルス大会 カルチャーパーク
7/21 第3回秦野市長杯テニス大会 カルチャーパーク
7/27～9/14 夏季ジュニアテニス教室 カルチャーパーク
8/24・9/1・9/14・9/28・10/19 第99回秋季ダブルス大会　※オープン化 カルチャーパーク他
9/23 親子で楽しむキッズテニス教室 総合体育館
9/26～10/17 第19回テニスを楽しむ会 カルチャーパーク
10/6 第8回秦野車いすテニス・ニューミックス大会 カルチャーパーク
10/8・10/15 第15回平日ダブルス大会 カルチャーパーク
10/13・10/26・10/27・11/16 第44回シングルス大会　※オープン化 カルチャーパーク
10/26～11/23 秋季初心者テニス教室 カルチャーパーク
10～11月 第87回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
11/3 市民の日テニスフェスティバル カルチャーパーク
11/10・11/17・11/24 第10回秦野市ジュニアテニス大会 おおね公園
1/19 第3回チャリティーテニス大会 カルチャーパーク

2/22～3/1 第69回神奈川県テニス選手権大会 小田原テニスガーデン他

令和2年度 3/29～ 第45回会長杯争奪支部対抗戦　※中止
（2020年度） 4/5～ 第44回都市対抗神奈川県予選　※中止

4月～ 第88回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会）　※中止

5/9～ 春季テニス教室　※中止
5/17～ 第100回記念春季ダブルス大会　※中止
5/19～ 第20回テニスを楽しむ会　※中止
6/4～ 第16回平日ダブルス大会　※中止
7/12 第4回秦野市長杯テニス大会　※中止
8/1～ 夏季ジュニアテニス教室　※中止
8/29・9/26・10/4・10/11・11/8 第100回記念秋季ダブルス大会　※オープン化 カルチャーパーク他
9～2月 秦野市実業団リーグ 各地コート
9/19 親子で楽しむキッズテニス教室　※中止
9/24～10/22 第21回テニスを楽しむ会 カルチャーパーク
9/26～11/21 秋季テニス教室 カルチャーパーク
10/4 第9回秦野車いすテニス・ニューミックス大会 カルチャーパーク
10/6・10/13 第17回平日ダブルス大会 カルチャーパーク
10/24・11/14・11/21・11/28 第45回シングルス大会　※オープン化 カルチャーパーク
10～11月 第89回神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会） 各地コート
11/3 市民の日テニスフェスティバル　※中止
11/8～ 第11回秦野市ジュニアテニス大会　※中止
1/9 冬季テニス教室　※1/16～中止 カルチャーパーク
1/17 第4回チャリティーテニス大会　※中止

2/20～2/28 第70回神奈川県テニス選手権大会　※一般の部のみ 県立スポーツセンター
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大会歴代入賞者

男子Ａ S45～ 藤田・藤沢 神戸 上山・景平 日立
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～ 牧野・赤川 東洋ラジエーター・日鍛バルブ 渡辺・田村 日立
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

第4回

第3回

昭和46年度（1971年度）

第2回

第1回

昭和45年度（1970年度）
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男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

谷垣・江崎 日立 江崎・樋原 日立

小久保・黒田 日立

下道・下道 フリー 三木・丸山 ソニー

高橋・堀川 日立 小久保・黒田 日立

昭和47年度（1972年度）

第5回

昭和48年度（1973年度）

第7回

第6回 第8回
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男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

牧野・秋本 東洋ラジエーター 志水・村田 上智
安納・田中 日立

小久保・黒田 日立 細川・高橋 上智

渕田・松本 ソニー 樋原・谷垣 日立

小久保・黒田 日立 石井・斎藤 日立

谷垣 日立

第12回

第20回

第1回

日立神奈川A

北地区

第9回

昭和49年度（1974年度） 昭和50年度（1975年度）

第10回

第11回

第1回
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男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

樋原・板垣 日立 下道・下道 フリー
山口・目黒 日鍛バルブ 加藤・遠藤 南ク

石井・斎藤 日立 石井・斎藤 日立

遠藤・渡辺 日立 秋本・山本 東洋ラジエーター

石井・斎藤 日立 石井・斎藤 日立

樋原 日立 安岡 東海
赤川 日鍛バルブ 赤川 日鍛バルブ

石井 日鍛バルブ

第14回 第16回

第21回 第22回

第2回

本町地区

第3回

未開催日立神奈川A

北地区

昭和51年度（1976年度） 昭和52年度（1977年度）

第13回 第15回

第2回
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男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

谷垣・板垣 日立 樋原・板垣 日立
菊池・松井 日鍛バルブ 井筒・畔上 食薬センター

石井・斎藤 日立 長谷川・保手 東海

谷垣・武田 日立 江崎・武田 日立

石井・斎藤 日立 岡本・堀口 日鍛バルブ

谷垣 日立 山田 日立
玉井 東海

保手 東海

第24回

日立A

不明（資料なし）

第18回

不明（資料なし）

第23回

日立神奈川

第4回

西地区

第3回

第17回

昭和53年度（1978年度）

第20回

第19回

昭和54年度（1979年度）

第5回

第4回
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50 年 の あ ゆ み



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

長嶺・米谷 下大槻 田中・長嶺 下大槻
中津川・石井 秦野テニス 北原・渡辺 東海

磯田・内田 鶴巻 保手・林 東海

武田・高島 日立

保手・林 東海

江崎 日立 江崎 日立

保手 東海 鈴木 秦野テニス

未開催

不明（資料なし）

第25回 第26回

本町地区 南地区

第24回

第5回 第6回

昭和55年度（1980年度）

第22回

日立A

未開催

第21回 第23回

第6回 第7回

日立神奈川

不明（資料なし）

昭和56年度（1981年度）
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大 会 歴 代 入 賞 者



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

栗原・飯尾 スタンレー電気 谷垣・樋原 日立
小川・遠藤 ファミリー 芳賀・増子 東海テニス

岡本・堀口 日鍛バルブ 安藤・佐藤 秦野テニス

坂田・堀 小田急はたのTG 谷垣・樋原 日立

原田・石井 小田急はたのTG 磯田・保手 鶴巻クラブ

江崎 日立 江崎 日立
入沢 小田急はたのTG 岡山 日立

畔上 食薬センター 黒沢 アシニス

第27回 第28回

昭和57年度（1982年度）

第27回

大根地区

日立神奈川 日立神奈川A

第26回

第7回

第8回 第9回

昭和58年度（1983年度）

第25回

第8回

第28回

雨天中止
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50 年 の あ ゆ み



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

栗原・飯尾 スタンレー電気 桐山・堀 アシニス
亀田・石井 日本電子 畔上・長尾 食薬センター

保手・竹繁 東海クラブ 阿部・岡本 アシニス・日鍛バルブ

下道・磯田 鶴巻クラブ 谷垣・沢地 日立

谷垣・山田 日立 桐山・堀 アシニス

磯田・安藤 鶴巻クラブ 原田・堀 アシニス

堀・原田 アシニス 桐山・阿部 アシニス

谷垣 日立 谷垣 日立
渡辺 東洋ラジエーター 田辺 日立

保手 東海クラブ 沢地 日立

日立神奈川A ８チームトーナメント戦

日立神奈川A

第29回 第30回

西地区

アシニスA

西地区

第9回 第10回

昭和59年度（1984年度） 昭和60年度（1985年度）

第10回 第11回

第29回 第31回

第30回 第32回

日興電機
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大 会 歴 代 入 賞 者



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

桐山・堀 アシニス 山田・谷垣 日立
石渡・田辺 アシニス 古木・佐藤 CTC

阿部・岡本 アシニス 畑・酒井 鶴巻GTC

原田・原田 アシニス 谷垣・沢地 日立

山田・谷垣 日立 山田・谷垣 日立

佐藤・磯田 アシニス・鶴巻クラブ 磯田・堀内 鶴巻クラブ・アシニス

佐藤・佐藤 日立 光増・佐々木 鶴巻GTC

谷垣 日立 入沢 アシニス
田辺 日立 滝口 秦野ファミリー

阿部 アシニス 阿部 アシニス

スタンレー電気A
秦野市役所A
日立神奈川D
赤十字病院

日立神奈川

第33回

第31回 第32回

第11回

アシニスA

第35回

昭和61年度（1986年度） 昭和62年度（1987年度）

第12回

第34回 第36回

第13回

西地区

日立神奈川

第12回

西地区

日立神奈川B
日立CE-A
秦野市役所

日立神奈川
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50 年 の あ ゆ み



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

山田・谷垣 日立 江崎・古井 日立
畔上・宿野部 食薬センター 駒水・久保寺 日本インター

道本・佐藤 スマッシュ・アシニス 磯田・堀内 アシニス

桐山・橋村 アシニス 黒沢・黒沢 アシニス

小沢・西 南が丘 江崎・古井 日立

磯田・堀内 アシニス 磯田・堀内 アシニス

石渡・堀内 アシニス 古井・高西 日立

伊比 日興電機
光増 鶴巻GTC

高西 日立

日立神奈川B 日立神奈川B
食薬センターA 日立神奈川D
赤十字病院 日立CE-A
スタンレー電気B 日立CE-B
日鍛バルブB 不二家B

日立 未実施

第33回

1R 1-6（横須賀市）

第13回

アシニス

第37回

雨天中止

昭和63年度（1988年度） 平成元年度（1989年度）

第14回

第40回

第39回

第38回

第14回

大根地区 大根地区

第13回

第34回

日立神奈川

39

大 会 歴 代 入 賞 者



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

江崎・古井 日立 古井・橋本 日立CE
光増・海老根 鶴巻GTC 尾嶋・神田 日立CE

磯田・堀内 アシニス 阿部・渋谷 アシニス

須藤・渋谷 あしがらTC 須藤・渋谷 あしがらTC

江崎・樋原 日立

堀内・森 アシニス

島田・関野 アシニス

須藤 あしがらTC 須藤 あしがらTC
田辺 日立CL 湯山 ベール・ジュ・ド・ポーム

佐藤 あしがらTC 阿部 アシニス

日立神奈川B 日立CE-A
日立CE-A 日本電子A
日立CE-B 不二家
日本インターC 東洋ラジエータB
日立CL-A 日立神奈川F

未実施 食薬センター

第14回 第15回

1R 3-4（厚木市） DEF

第15回

平成2年度（1990年度） 平成3年度（1991年度）

第42回

雨天中止

第44回

第16回

第41回 第43回

第15回 第16回

第35回

雨天中止

第36回

南地区

不明（資料なし）

西地区
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50 年 の あ ゆ み



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

須藤・堀内 あしがらTC 堀内・須藤 鶴巻GTC
山口・金子 あしがらTC 加瀬川・永井 アクティブ

森・堀内 アシニス 小川・阿部 アシニス

吉田・阿部 アシニス 長谷部・聳城 CTC

須藤・堀内 あしがらTC 野村・佐藤 CTC

上松・大里 アシニス 上松・畑 アシニス

吉田・阿部 アシニス 島田・関野 アシニス

須藤 あしがらTC 須藤 あしがらTC
田辺 日立CL 橋本 アクティブ

阿部 アシニス 阿部 アシニス

日立CE-A 日立CE-A
スタンレー電気A 不二家A
スタンレー電気B 日鍛バルブA
日本電子B 日立CL-B
日立CL-C 東芝セラミックスA

島津製作所A

食薬センター 日立汎用A

東洋ラジエーター

第18回

1R 1-6（逗子市） 1R 4-3（逗子市）・2R 3-4（大和市）

第16回 第17回

平成4年度（1992年度） 平成5年度（1993年度）

第46回 第48回

第45回 第47回

第17回 第18回

西地区

雨天中止 アシニス

第17回

南地区

第37回 第38回

41

大 会 歴 代 入 賞 者



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

古井・佐藤 日立CE 古井・佐藤 日立CE
内田・西川 東和エレクトロン 日隅・佐藤 日立CL

堀内・大里 アシニス 佐々木・聳城 鶴巻GTC

橋本・土田 アクティブ 元吉・高西 日立汎用

近藤・亀田 横河電子

堀内・大里 アシニス

桐山・遠藤 アシニス

須藤 あしがらTC
堀内 鶴巻GTC

高西 日立汎用

日立CE-A 横河電子A
日立汎用B スタンレー電気A
日立CL-B 島津製作所A
日本インターA 秦野市役所B
島津製作所A 東洋ラジエータB
不二家B 秦野市役所C
東和エレクトロン スタンレー電気C

日立汎用A 日立汎用A

秦野市役所A 東洋ラジエーター

CTC

第39回 第40回

第19回 第20回

雨天中止

1R 0-7（小田原市） 1R 2-5（伊勢原市）

第19回第18回

雨天中止

平成6年度（1994年度） 平成7年度（1995年度）

第49回 第51回

第20回

雨天中止

大根地区 南地区

第50回 第52回

第19回

4242

50 年 の あ ゆ み



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

外瀬・外瀬 アシニス 野村・佐藤 CTC
丸茂・神谷 食薬センター 川口・宮本 JCC

大西・田村 あしがらTC 宮武・磯口 アクティブ

小川・小川 アシニス 鬼原・宮本 JCC

野村・佐藤 CTC 野村・佐藤 CTC

原田・佐々木 アシニス 佐々木・原田 アシニス

橋本・土田 アクティブ 鬼原・宮本 JCC

須藤 あしがらTC 須藤 あしがらTC
谷垣 日立汎用 谷垣 日立汎用

和田 渋沢丘陵TC 高西 日立汎用

横河電子A 島津製作所A
島津製作所A 日立IT-B
テックA 日立IT-C
横河電子B 東芝セラミックスA
東芝セラミックスA 日立IT-E
富士通東和エレクトロン 日鍛バルブB
日鍛バルブB 東芝セラミックスB

食薬センター 食薬センター

日立汎用B 不二家

第41回

第21回 第22回

アシニス

第42回

1R敗退

第20回 第21回

2R 0-4（茅ヶ崎市）

第54回

平成8年度（1996年度） 平成9年度（1997年度）

第53回

第21回

第55回第54回

西地区西地区

アシニス

第22回

43

大 会 歴 代 入 賞 者



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

堀内・平山 鶴巻GTC・南ヶ丘 松元・古井 日立ESD・日立IT
加瀬川・永井 WIN 小倉・中下 サクセス

堀内・大里 アシニス 堀内・大里 アシニス

村上・遠藤 アシニス 堀内・広野 鶴巻GTC

岩沢・高木 さくら 岩沢・高木 さくら

原田・高西 アシニス・日立汎用 金山・真鍋 鶴巻GTC・秦野TC

佐藤・高西 CTC・日立汎用 佐藤・高西 CTC・日立ESD

松本 マキシマルTA 外瀬 CTC
谷垣 日立汎用 高橋 ワイルド

高西 日立汎用 上原 ワイルド

日立IT-A 日立IT-A
秦野市役所A 日立IT-B
東芝セラミックスA 秦野市役所B
東洋ラジエーターB リコー秦野
日鍛バルブB ハイネットTC
リコー秦野 横河電子C

FDSC FDSC

秦野市役所B リコー秦野

第44回

第24回

第22回 第23回

1R敗退 1R敗退

第56回

第57回

第24回

平成11年度（1999年度）

第58回

平成10年度（1998年度）

第59回

第23回

第43回

アシニスアシニス

西地区 西地区

第23回

4444

50 年 の あ ゆ み



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

岩沢・高木 さくら 小川・大井 小田急はたのTG
伊藤・阿部 スタンレー電気 森谷・巻上 小田急はたのTG

島崎・篠田 CTC 渡辺・善如寺 CTC
八田・山本 アクティブ 池田・一角 アクティブ

松元・松本 日立ESD・秦野市役所 佐藤・佐藤 日立IT

片岡・坂本 東芝セラミックス 古井・岡本 日立IT・日立ESD

金山・真鍋 鶴巻GTC・秦野 佐藤・安田 日立IT・SS21

鬼原・宮本 JCC 佐藤・田川 フットフォルト

外瀬 CTC 外瀬 CTC
佐伯 日立ESD 高橋 ワイルド

原田 FDSC 佐藤 日立IT

日立IT-A 日立IT-A
東芝セラミックスA 日立ESD-B
日本インターA 秦野市役所A
日鍛バルブB 日立IT-D
日立IT-F 不二家A
不二家B 秦野市役所C

秦野市役所A FDSC

不二家B

大根地区

第24回 第25回

1R敗退 1R 3-4（逗子市）

平成13年度（2001年度）

第62回

平成12年度（2000年度）

第60回

第63回

第46回

第26回

第25回

第61回

第25回

第45回

第26回

FDSC

西地区

CTC

45

大 会 歴 代 入 賞 者



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

岡本・古井 日立ESD・日立IT 佐藤・臼井 フットフォルト
中村・小倉 小田急はたのTG 手島・大津 鶴巻GTC・ラポール

堀内・大里 小田急はたのTG 堀内・大里 小田急はたのTG
畔上・中島 丹沢TC・南が丘TC 曽根・小野 フットフォルト

西・久永 フットフォルト 降旗・降旗 小田急はたのTG

神谷・武田 CTC 成田・錦織 CTC
桐山・草山 小田急はたのTG 草山・坂田 小田急はたのTG

佐藤・安田 日立IT・SS21 小清水・田村 マックス

加藤・加藤 ワイルド・渋沢丘陵 武田・臼井 CTC・ワイルド

神谷 CTC 中島 ワイルド
西 フットフォルト 臼井 フットフォルト

竹之内 SS21 降旗 小田急はたのTG

リコー秦野A
秦野市役所A
日鍛バルブB
日立ESD-D
横河電子C
東芝セラミックスA

FDSC

日立ESD

南地区 西地区

第27回

第48回

第26回 第27回

1R 1-6（茅ヶ崎市） 1R 1-6（茅ヶ崎市）

平成14年度（2002年度） 平成15年度（2003年度）

第64回 第66回

第65回 第67回

第47回

第27回 第28回

第28回

日立ESD

秦野市役所A
日立ESD-B
日立IT-D
東芝セラミックスA
リコー秦野B

FDSC

4646

50 年 の あ ゆ み



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

草山・坂田 小田急はたのTG・フットフォルト 熊谷・田川 洋風deテニス
木名瀬・松木 小田急はたのTG 大島・河村 日立IT

川上・降旗 マックス・小田急はたのTG 小清水・田村 マックス
雨宮・義沢 洋風deテニス 佐藤・松林 フットフォルト

岡本・高西 日立ESD 岡本・高西 日立ESD

岩澤・神谷 Luna Rossa 高橋・榊原 MTA・
小清水・今泉 Luna Rossa 小清水・今泉 Luna Rossa

堀内・大里 小田急はたのTG 草野・佐藤 フットフォルト・小田急はたのTG

岡本・高西 日立ESD 岡本・高西 日立ESD

木名瀬 小田急はたのTG 高橋 MTA
高橋 ワイルドターキー 高橋 ワイルドターキー

田村 マックス 高西 日立ESD

平成17年度（2005年度）

第70回第68回

平成16年度（2004年度）

第29回

第49回

大根地区

島津製作所

横河電子C

スタンレー電気

日立ESD

第50回

第30回

第71回第69回

第29回

1R 3-4（綾瀬市）

第28回 第29回

1R 1-6（寒川町）

日立ESD-B

リコー秦野B

不成立

小田急はたのTG

西地区

不成立

小田急はたのTG

第30回

島津製作所
日鍛バルブ-A
日立IT-D
リコー秦野B
日立IT-G

FDSC
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大 会 歴 代 入 賞 者



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

亀田・福本 横河電子 川田・荻野 洋風deテニス
村島・山田 フットフォルト 大平・津田 Luna Rossa・フットフォルト

高西・高西 日立ESD 小清水・田村 マックス
浅野・和田 鶴巻GTC 鈴木・阿部 フットフォルト・Luna Rossa

岡本・高西 日立ESD 岡本・高西 日立ESD

関・杉崎 SS21 川田・荻野 洋風deテニス
岩澤・伊藤 Luna Rossa 友野・正岡 秦野市役所

小清水・田村 マックス 高西・聳城 日立ESD・OTC

岡本・高西 日立ESD 錦織・大熊 CTC

荻野 洋風deテニス 榊原 MTA
西 フットフォルト 小清水 Luna Rossa
西 フットフォルト 大井 小田急はたのTG

阿部 Luna Rossa 田村 マックス

成田 Luna Rossa

平成18年度（2006年度）

第72回

平成19年度（2007年度）

第74回

日立ESD-C

FDSC

秦野市役所A
FDSC
リコー秦野B
横河電子B

日立ESD

第31回

不参加 不参加

第30回 第31回

秦野市役所A
横河電子A
東芝セラミックス

不成立　※55歳以上

第73回

第31回

第75回

第32回

洋風deテニス

南地区

不成立

洋風deテニス

西地区

不成立

第32回

第51回 第52回
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50 年 の あ ゆ み



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

巻上・森谷 小田急はたのTG 曽田・堀 スタンレー電気
神谷・大森 Luna Rossa 浜田・塩坂 AIRIAL
鈴木・小林 丹沢TC 伊藤・岩澤 Luna Rossa

大里・田川 小田急はたのTG 粟根・熊澤 日立ESD
岡見・秋山 日立ESD 吉川・石塚 日本インター・Luna Rossa

岡本・高西 日立ESD 内川・内川 マックス

川田・荻野 洋風deテニス 川田・荻野 洋風deテニス
小清水・今泉 Luna Rossa 友野・正岡 秦野市役所

鈴木・西 丹沢TC・フットフォルト

高西・聳城 日立ESD・OTC 木村・星野 小田急はたのTG

岡本・高西 日立ESD 内川・内川 マックス

荻野 洋風deテニス 荻野 洋風deテニス
鈴木 丹沢TC 二見 Luna Rossa
谷垣 日立ESD 谷垣 日立ESD

安藤 小田急はたのTG 高西 日立ESD

越智 フットフォルト 越智 フットフォルト

第79回

第34回

第34回

平成20年度（2008年度） 平成21年度（2009年度）

第33回

Luna Rossa

南地区

不成立

南地区

1R 2-5（小田原市） 1R 0-7（小田原市）

第32回

横河電子C

FDSC

マックス

不成立

第76回 第78回

第77回

第33回

第53回 第54回

第33回

秦野市役所A
日立情報通信C
日鍛バルブ

日立ESD

秦野市役所A
リコー秦野A
日立情報通信C
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大 会 歴 代 入 賞 者



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

中島・佐藤 マックス 堀・曽田 スタンレー電気
友野・北村 秦野市役所 諸星・山本 渋沢丘陵TC
岩澤・伊藤 Luna Rossa 岩澤・伊藤 Luna Rossa
鈴木・西 丹沢TC・フットフォルト 原・中野 秦野市役所

高西・高西 日立ESD 高西・高西 日立ESD
四辻・高木 フットフォルト 内田・芹口 マックス

佐藤・石川 日立情報通信 今泉・浅野 Luna Rossa・鶴巻GTC

堀・曽田 スタンレー電気 加藤・巻上 小田急はたのTG・渋沢丘陵TC

草山・森谷 小田急はたのTG 友野・正岡 秦野市役所

鈴木・大井 丹沢TC・小田急はたのTG 原・中野 秦野市役所

高西・浅野 日立ESD・鶴巻GTC 高西・高西 日立ESD

岡本・高西 日立ESD・日立ESD 荒木・石井 フットフォルト

鎌田 小田急はたのTG 田川 マックス
内川 マックス 内川 マックス
西 フットフォルト 山口 Luna Rossa

高西 日立ESD 今井 エアリアル

伊藤 フットフォルト

藤井 伊勢原ＣＴＣ 香川 開成グリーン
岡部 ＴＯＭ 宮川 伊勢原ＣＴＣ
岡部 ＴＯＭ 国島 小田急はたのTG

中村 伊勢原ＣＴＣ 関野 伊勢原ＣＴＣ

不成立

第2回

不成立不成立

第81回

第35回

中止

西地区

第36回

平成22年度（2010年度） 平成23年度（2011年度）

第34回 第35回

※14歳女子と合同

横河電子B

スタンレー電気

1R 4-3（厚木市）・2R 0-7（藤沢市）1R 3-4（厚木市）

日立ESD

スタンレー電気
日立情報通信C秦野市役所B

日立情報通信F

日立ESD

第56回

第1回

小田急はたのTG

第80回 第82回

第83回

第36回

※14歳女子と合同

第55回

第35回

西地区

5050

50 年 の あ ゆ み



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

繁田・片岡 小田急はたのTG 硲・徳江 マックス
向坂・新藤 日立情報通信 志賀・西牧 日鍛バルブ
岩澤・伊藤 Luna Rossa 岩澤・伊藤 Luna Rossa
西・鈴木 フットフォルト 鈴木・小宮山 フットフォルト

浅野・田中 Luna Rossa 守屋・八木 フットフォルト
今井・塩坂 エアリアル

錦織・今井 エアリアル 大野・朝日 フットフォルト

羽倉・奥山 マックス 羽倉・奥山 マックス
友野・正岡 秦野市役所

草山・降旗 小田急はたのTG 小倉・瀬脇 フットフォルト

高西・佐藤 日立情IP・日立情報通信 高西・佐藤 日立情IP・日立情報通信

吉川・片野 日本インター・Luna Rossa

鈴木・藤田 フットフォルト 原田・須藤 エアリアル・フットフォルト

秋山 BEAT 秋山 BEAT
佐藤 日立情報通信 塩崎 Luna Rossa
鈴木 フットフォルト 西 フットフォルト

高西 日立情IP 安藤 フットフォルト

吉川 日本インター 吉川 日本インター

越地 伊勢原ＣTC 近藤 小田原市立泉中

山口 BEAT 瀬戸 TOM
新藤 TOM 大島 BEAT
廣瀬 神奈中平塚 越智 BEAT

第38回

第3回

N.S

不成立

不成立

第37回 第38回

南地区

小田急はたのTG

平成24年度（2012年度）

第36回 第37回

1R 5-2（伊勢原市）・2R1-6（藤沢市） ベスト８ 1R 6-1（逗子市）・2R0-4（平塚市） ベスト８

スタンレー電気
秦野市役所B
日鍛バルブ

スタンレー電気

第57回

第84回 第86回

第37回

第4回

平成25年度（2013年度）

第87回第85回

マックス

未実施 未実施

第58回

秦野市役所A
日立情IP-A
日立情IP-B

西地区
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大 会 歴 代 入 賞 者



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

羽倉・奥山 マックス 中島・金子 マックス
鈴木・浅野 フットフォルト 遠藤・井上 Luna Rossa
高橋・大湊 日立情報通信 久間・降旗 横河電子・小田急はたのTG
田中・今泉 フットフォルト・Luna Rossa 鈴木・三竹 フットフォルト

西・杉田 フットフォルト・日立神奈川

高西・高西 日立情IP 守屋・乙山 フットフォルト
有川・松本 フットフォルト 清水・須藤 フットフォルト

奥山・奥山 マックス 佐藤・横山 フットフォルト

草山・大里 BEAT

羽倉・奥山 マックス 内藤・梅本 一般
久間・降旗 横河電子・小田急はたのTG 正岡・北村 秦野市役所

原・中野 秦野市役所 江崎・佐藤 日立神奈川

杉田・西 日立情IP・フットフォルト

高西・高西 日立情IP 市田・左海 一般

飯田・斎藤 Luna Rossa

向・長谷川 TOM 向・長谷川 TOM

草山・大里 BEAT

中島 マックス 川口 TOM
福田 マックス 福田 マックス
小清水 Luna Rossa 内川 マックス

鈴木 日鍛バルブ

高西 日立情IP 乙山 フットフォルト

磯崎 神奈中小田原 上田 神奈中小田原
新藤 TOM 山口 神奈中平塚
久保田 神奈中平塚 近藤 TOM
梅本 BEAT 山口 神奈中伊勢原
上田 神奈中小田原 森本 TOM

N.S

第91回

不成立

マックス

西地区

第39回 第40回

第5回 第6回

1R 0-7（藤沢市）

第38回

1R 2-5（鎌倉市）

第39回

第88回 第90回

平成27年度（2015年度）平成26年度（2014年度）

第60回

第89回

不成立

第59回

マックス

西地区

不成立

不成立

コバレント

第39回 第40回

秦野市役所A
日立情報通信B

秦野市役所A
スタンレー電気
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50 年 の あ ゆ み



男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

廣瀬・綿貫 TOM 佐藤・大井 日立情報通信
戸塚・西田 フットフォルト 橋本・安藤 一般
鈴木・浅野 フットフォルト 榎本・背戸川 フットフォルト
尾嶋・三浦 日立情報通信 尾嶋・三浦 日立情報通信
蓬莱・佐伯 日立神奈川 江崎・佐藤 日立神奈川

高西・高西 日立神奈川
乙山・金 フットフォルト 稲田・安藤 一般
守屋・八木 フットフォルト 守屋・八木 フットフォルト

佐藤・佐藤 日立情報通信 小笠原・渡邉 一般

友野・芦谷 秦野市役所・一般 草山・大里 BEAT

繁田・渡邉 小田急はたのTG 内田・湯川 一般
松井・石川 日立神奈川 正岡・北村 秦野市役所

西・鈴木 フットフォルト

杉田・谷垣 日立神奈川 江崎・佐藤 日立神奈川

市田・左海 一般 乙山・市田 フットフォルト・一般
安藤・白鳥 フットフォルト 高久・瀬戸 一般

降旗・光山 小田急はたのTG 大野・大野 一般

西山・高久 一般 田中・守屋 フットフォルト

田川 一般 笹元 一般
福田 マックス 折笠 一般
内川 マックス 内川 マックス
西 フットフォルト 西 フットフォルト

林 BEAT 山口 一般

廣瀬 神奈中平塚 大舘 荏原SSC
森西 神奈中小田原 山口 神奈中伊勢原
大舘 荏原SSC 石津 TOM
松井 神奈中小田原 小林 厚木国際TC
立川 神奈中平塚 浦中 TOM

第7回 第8回

マックス

第42回

1R 2-5（茅ヶ崎市）

不成立

第41回

西上地区

第41回

1R 2-5（鎌倉市）

第40回

第92回 第94回

平成28年度（2016年度） 平成29年度（2017年度）

第93回 第95回

第61回 市長杯第1回

不成立

本町地区

不成立

不成立

第41回 第42回

マックス

秦野市役所A
日立情報通信Cクアーズテック

秦野市役所A
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男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

秋山・伊藤 TOM 中島・金子 マックス
戸塚・西田 フットフォルト 石渡・大沼 一般
島仲・福田 日立情報通信 松井・石川 日立神奈川
大塚・高橋 BEAT・一般 高橋・大塚 BEAT
蓬莱・谷垣 日立神奈川 杉田・関野 サプライズ

田口・大嶋 TOM 大嶋・田口 TOM
柳川・星野 フットフォルト 米山・相田 BEAT
岡田・芥川 一般 杉山・北村 フットフォルト・一般

藤田・市田 一般 白須・木村 一般
岩崎・岩崎 一般 岩元・前田 一般

水口・水口 一般
内川・内川 マックス

高橋・大隅 BEAT

中島・伊藤 マックス・小田急はたのTG 秋山・佐川 TOM
島仲・福田 日立情報通信・一般 佐々木・土屋 フットフォルト・一般

大塚・高橋 BEAT・一般 尾嶋・三浦 日立情報通信

井上・宮里 一般 井上・宮里 サプライズ

本郷・稲田 一般 保崎・有川 日鍛バルブ・サプライズ
佐藤・石川 日立情報通信・一般 佐藤・石川 日立情報通信・小田急はたのTG

高橋・小林 秦野市役所・一般 竹内・竹内 マックス
笹岡・足立 バラーバル 菊池・加藤 サプライズ

岩元・前田 一般
内川・内川 マックス

小倉・柳沢 フットフォルト

笹元 一般 成田 小田急はたのTG
石川 日立神奈川 石川 日立神奈川
猪俣 サプライズ 今泉 サプライズ
西 フットフォルト 佐藤 BEAT

田口 TOM 西山 フットフォルト
荒井 サプライズ 守屋 フットフォルト

村上 小田急はたのTG 若生 BEAT
郡山 神奈中伊勢原 眞喜志 小田急はたのTG
今野 神奈中小田原 深津 開成グリーンTC
眞喜志 小田急はたのTG 高木 小田急はたのTG
皆本 大磯テニスアカデミー 小林 荏原SSC

第99回

本町地区

第43回 第44回

1R 0-7（大和市）

平成31／令和元年度（2019年度）

第42回 第43回

西上地区

1R 2-5（相模原市）

第96回 第98回

平成30年度（2018年度）

第97回

市長杯第3回

第44回

市長杯第2回

マックス

第9回

マックス

第43回

第10回

日鍛バルブAスタンレー電気
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男子Ａ S45～
男子Ｂ S50～
男子45歳以上 H20～
男子55歳以上 H22～
男子65歳以上 H27～

女子Ａ S48～
女子Ｂ H12～
女子45歳以上 H28～

混合一般A　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S45～
男子45歳以上 H14～

男子55歳以上 H21～

男子65歳以上 H26～

女子 S47～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上 H17～H27

混合一般Ａ　※１ S59～
混合一般Ｂ H30～
混合100歳以上 R01～
混合110歳以上 H27～H30
混合120歳以上 R01～

男子 S50～
男子45歳以上　※２ S51～
男子55歳以上 H18～
男子65歳以上 H26～
男子75歳以上 R02～

女子 S52～
女子45歳以上 H28～
女子50歳以上　※３ H17～H27

14歳以下男子 H22～
14歳以下女子 H22～
12歳以下男子 H22～
12歳以下女子 H22～
10歳以下男女混合 H22～

S50～

※H28～市長杯 S50～

男子Ａ S60～
男子Ｂ S61～H29
男子Ｃ S61～H26
男子Ｄ S62～H20
男子Ｅ S63～H17
男子Ｆ H05～H14
男子Ｇ H06～H09

女子Ａ S60～H24

女子Ｂ H05～H12

都市対抗

実業団

総合体育大会・市長杯

会長杯

ジュニアテニス大会

シングルス大会

秋季ダブルス大会

大会・種目

春季ダブルス大会

大会歴代入賞者

　※１　H29までの種目名は混合

山口・南 マックス
大井・佐藤 日立神奈川・日立情報通信

尾嶋・三浦 日立情報通信

佐藤・鈴木 BEAT

玉井・倉橋 サプライズ
石川・佐藤 小田急はたのTG・日立情報通信

島田・市田 一般
松崎・横畠 マックス・一般
佐々木・杉山 フットフォルト・一般

小野澤・松元 BEAT

横山 一般
佐藤 日立情報通信  ※２　H14までの種目名は壮年
今泉 サプライズ
関野 サプライズ
吉岡 サプライズ

山口 一般
西山 フットフォルト

 ※３　H18は55歳以上

令和２年度（2020年度）

第44回

中止

第100回

第11回

中止

中止

第45回

中止

第45回

中止

スタンレー電気A

市長杯第4回
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協会歴代役員

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

昭和46年度
（1971年度）

昭和47年度
（1972年度）

昭和48年度
（1973年度）

昭和49年度
（1974年度）

昭和50年度
（1975年度）

昭和51年度
（1976年度）

顧　問 - - 下道安世 下道安世 下道安世 下道安世

名誉会長 - - 三木常緑 三木常緑 三木常緑 三木常緑

会　長 三木常緑 三木常緑 上山哲郎 上山哲郎 上山哲郎 上山哲郎

副会長 石黒敏夫 石黒敏夫
石黒敏夫
牧野義弘

石黒敏夫
牧野義弘

石黒敏夫 石黒敏夫

理事長 上山哲郎 上山哲郎 赤川武司 赤川武司 赤川武司 赤川武司

副理事長 - - - - - -

会計監査 - -
藤井慶三
佐藤洋一

佐藤洋一
後藤慶昭
佐藤洋一

後藤慶昭
佐藤洋一

会　計 - - - - 三浦光一 三浦光一

石戸谷宏量 石戸谷宏量 石戸谷宏量 石戸谷宏量 石戸谷宏量 石戸谷宏量

渡辺英夫 渡辺英夫 下道信二 小竹行雄 小竹行雄 小竹行雄

小竹行雄 小竹行雄 小竹行雄 宮地潤平 宮地潤平 市川商二郎

藤沢　裕 藤沢　裕 宮地潤平 三浦光一 谷垣博司 谷垣博司

牧野義弘 牧野義弘 江崎　悟 鷲尾共子 高島数秀 高島数秀

赤川武司 赤川武司 谷垣博司 三浦光一 三浦光一

遠藤　忠 遠藤　忠 三浦光一 鷲尾共子 藤沢　裕

三浦光一 三浦光一 鷲尾共子 秋本豊視 秋本豊視

鷲尾共子 鷲尾共子 中　一 瀬尾　一

佐藤誠一

渡辺賢一

天野　勇

安岡髙志

理　事
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協会歴代役員

第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

昭和52年度
（1977年度）

昭和53年度
（1978年度）

昭和54年度
（1979年度）

昭和55年度
（1980年度）

昭和56年度
（1981年度）

昭和57年度
（1982年度）

顧　問 下道安世 下道安世 下道安世 下道安世 下道安世 下道安世

名誉会長 三木常緑 三木常緑 - - - -

会　長 上山哲郎 上山哲郎 三木常緑 三木常緑 三木常緑 三木常緑

副会長 石黒敏夫 石黒敏夫
石黒敏夫
田邉　喬

石黒敏夫
田邉　喬

田邉　喬
牧野義弘

田邉　喬
赤川武司

理事長 赤川武司 赤川武司 赤川武司 赤川武司 高島数秀 高島数秀

副理事長 - - - - - -

会計監査
後藤慶昭
佐藤洋一

後藤慶昭
佐藤洋一

井上文雄
鈴木清志

井上文雄
鈴木清志

井上文雄
大森宜寛

井上文雄
大森宜寛

会　計 桐山幹男 桐山幹男 桐山幹男 桐山幹男 武田　勲 武田　勲

石戸谷宏量 石戸谷宏量 石戸谷宏量 石戸谷宏量 清水広秋 清水広秋

小竹行雄 米谷　融 米谷　融 長橋俊郎 長橋俊郎 宮森英明

市川商二郎 後藤和隆 後藤和隆 石井正弘 石井正弘 後藤和隆

坪田秀次 三村和信 高島数秀 松井政春 松井政春 松井政春

高島数秀 高島数秀 三浦光一 高島数秀 桐山幹男 目黒淳一

三浦光一 三浦光一 藤沢　裕 三浦光一 三浦光一 三浦光一

藤沢　裕 藤沢　裕 山本昭義 我妻和男 我妻和男 根尾憲治

秋本豊視 山本昭義 古賀雅利 山本昭義 山本昭義 山本昭義

古賀雅利 古賀雅利 井上文雄 福原敏彦 福原敏彦 石塚拓雄

佐藤誠一 井上文雄 草山清和 井上文雄 井上文雄 井上文雄

渡辺賢一 草山清和 堀内　孝 草山清和 草山清和 草山清和

天野　勇 堀内　孝 安岡髙志 遠藤　準 遠藤　準 遠藤　準

安岡髙志 安岡髙志 下道信二 渡辺幹夫 渡辺幹夫 渡辺幹夫

下道信二 下道信二 下道信二 下道信二

畔上二郎 畔上二郎 長尾哲二

原　秀敏 原　秀敏 芦川義三

新宮淳一 新宮淳一

小松信子 中山ますみ

古谷敦司 北村俊幸

理　事
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顧　問

名誉会長

会　長

副会長

理事長

副理事長

会計監査

会　計

清水広秋 室井清一 清水広秋 小沢義篤

豆塚新春 戸口研二 豆塚新春 山口　栄

後藤和隆 黒沢秀夫 後藤和隆 内坂泰司

高橋邦男 荒木雄二 高橋邦男 木村　正

目黒淳一 木村総樹 目黒淳一 室井清一

遠藤　忠 関野宏子 遠藤　忠 戸口研二

根尾憲治 根尾憲治 玖島　寛

山本昭義 山本昭義 荒木雄二

福原敏彦 福原敏彦 木村総樹

井上文雄 井上文雄 杉崎さつ子

斉藤敦匡 斉藤敦匡

水野　彰 水野　彰

北原滝男 北原滝男

内田みや子 内田みや子

井上泰幸 井上泰幸

石垣　茂 石垣　茂

新宮淳一 新宮淳一

平方芳子 田部井美子

北村俊幸 北村俊幸

渡辺英夫 渡辺英夫

井上文雄
福原敏彦

第13期

昭和58年度
（1983年度）

下道安世

-

昭和59年度
（1984年度）

昭和60年度
（1985年度）

第14期 第15期

- -

下道安世 三木常緑

田邉　喬
田邉　喬
石戸谷宏量

三木常緑 下道安世

- -

高島数秀 高島数秀

秋沢孝一 秋沢孝一

井上文雄
石垣　茂

井上文雄
石垣　茂

理　事

渡辺幹夫

下道信二

井上泰幸

芦川義三

新宮淳一

中村　薫

北村俊幸

渡辺英夫

三木常緑

田邉　喬

高島数秀

-

武田　勲

清水広秋

宮森英明

後藤和隆

松井政春

目黒淳一

遠藤　忠

根尾憲治

山本昭義

石塚拓雄

井上文雄

草山清和

遠藤　準
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顧　問

名誉会長

会　長

副会長

理事長

副理事長

会計監査

会　計

倉本佳国 山口和人 千竉　修 吉田伸二 千竉　修 吉田伸二

菊地二郎 木内　正 石井正弘 関野　進 石井正弘 関野　進

後藤和隆 玖島　寛 相原勝彦 高橋敏道 相原勝彦 高橋敏道

高橋邦男 荒木雄二 目黒淳一 石塚春夫 目黒淳一 石塚春夫

目黒淳一 山田宗春 中土居淳一 池上達也 中土居淳一 池上達也

和田孝憲 杉崎さつ子 伊波　淳 星山豊房 伊波　淳 星山豊房

福原敏彦 小沢義篤 橋本　浩 小沢義篤 橋本　浩 小沢義篤

井上文雄 山口　栄 平野千代 山口　栄 平野千代 山口　栄

二宮幸雄 内田みや子 山口和人 内田みや子 山口和人

橋本　浩 宿野部和一 西　保 宿野部和一 西　保

北原滝男 石垣　茂 牧野茂夫 石垣　茂 牧野茂夫

内田みや子 野村　進 吉川純生 野村　進 吉川純生

井上泰幸 竹田恭子 竹田恭子

石垣　茂 久保寺照夫 久保寺照夫

野村　進 渡辺英夫 渡辺英夫

大嶋鈴子 室井清一 室井清一

久保寺照夫 戸口研二 戸口研二

渡辺英夫 荒木雄二 荒木雄二

室井清一 白石耕一 白石耕一

戸口研二 杉村容子 杉村容子

第17期 第18期

三木常緑
遠藤　忠
下道安世

昭和61年度
（1986年度）

昭和62年度
（1987年度）

昭和63年度
（1988年度）

第16期

- - -

三木常緑
遠藤　忠

三木常緑
遠藤　忠

田邉　喬
石戸谷宏量

田邉　喬
石戸谷宏量

泉　千賀彦
玖島　寛

下道安世 下道安世 石戸谷宏量

山本昭義 山本昭義
佐藤洋一
山本昭義
福原敏彦

赤川武司 赤川武司 赤川武司

松井政男 松井政男 松井政男

井上文雄
石垣　茂

井上文雄
石垣　茂

井上文雄
山口和人

理　事
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顧　問

名誉会長

会　長

副会長

理事長

副理事長

会計監査

会　計

佐藤輝雄 高橋敏道

石井正弘 石塚春夫

斉藤光正 吉田正弘

目黒淳一 星山豊房

中土居淳一 小出知隆

伊波　淳 竹林弘敏

橋本　浩 竹田基明

平野千代 伊比輝治

磯田富美子 神田昌幸

宿野部和一 有光　聡

石垣　茂 山口孝二

野村　進 道本清治

平野富美子 関野夏美

野口貞徳 森谷訓和

室井清一

戸口研二

白石耕一

小泉和子

小沢義篤

山口　栄

第19期

遠藤　忠
下道安世

平成元年度
（1989年度）

-

泉　千賀彦
玖島　寛

佐藤洋一
江崎　悟
勝又信俉

山本昭義

石山昇一

伊波　淳

第20期 第21期

平成2年度
（1990年度）

平成3年度
（1991年度）

- -

- -

佐藤洋一
江崎　悟
勝又信俉

佐藤洋一
江崎　悟
勝又信俉

伊波　淳 伊波　淳

石山昇一 石山昇一

石田谷宏量 石田谷宏量

泉　千賀彦
玖島　寛

泉　千賀彦
玖島　寛

山本昭義 山本昭義

理　事

石戸谷宏量

記録なし 記録なし
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顧　問

名誉会長

会　長

副会長

理事長

副理事長

会計監査

会　計

青木彰一 星山豊房 青木彰一 横田裕之 鈴木典之 石山昇一

六浦満夫 小出知隆 六浦満夫 奥堂信之 六浦満夫 横田裕之

三木良昭 竹林弘敏 三木良昭 吉村龍子 小清水孝 奥堂信之

斉藤千代 竹田基明 宿野部和一 末木信次 宿野部和一 吉村龍子

宿野部和一 今福春夫 伊波　淳 衣川益弘 伊波　淳 末木信次

皆木素行 三川正直 水野康治 小林ちづる 橋本　治 衣川益弘

伊波　淳 佐藤秀夫 内田行治 太田　実 内田行治 太田　実

梅田宏一 高村茂夫 布川真佐彦 片岡幸一 根橋行治 大越　暁

石垣　茂 関野夏美 石田政司 筒井高幸 小泉英司 筒井高幸

室井清一 相原正人 片江　寛 栗原けい子 相原勝彦 田中礼子

山口泰弘 高橋敏道 戸口研二 古谷博司 戸口研二 古谷博司

石田政司 吉田正弘 上田一郎 西本静江 西村冨恵 高橋三郎

本田忠史 光増　栄 小出知隆 光増　栄 三原　忍

佐々木偉値子 宮向英明 竹林弘敏 渡部康之 坂口隆次

戸口研二 小沢義篤 竹田基明 小沢義篤 唐木田義雄

長谷川寛行 神田昌幸 今福春夫 神田昌幸 竹林弘敏

脇田　保 佐藤秀夫 三川正直 佐藤秀夫 竹田基明

杉村容子 佐藤繁次郎 石山昇一 山崎康嗣 今福春夫

小沢義篤 関野夏美 関野夏美 押切　章

神田昌幸 吉田正弘 高橋敏道

- 石戸谷宏量

平成5年度
（1993年度）

平成4年度
（1992年度）

第22期 第23期 第24期

平成6年度
（1994年度）

- - -

石戸谷宏量

山本昭義 江崎　悟

石塚拓雄
石垣　茂

玖島　寛
石塚拓雄

石田谷宏量 玖島　寛 玖島　寛

石塚拓雄
石垣　茂

日比谷一親
江崎　悟
勝又信俉

日比谷一親
三木良昭
勝又信俉

日比谷一親
三木良昭
勝又信俉

江崎　悟

石山昇一

伊波　淳
戸口研二

伊波　淳
戸口研二

伊波　淳
戸口研二

太田　実 太田　実

理　事
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顧　問

名誉会長

会　長

副会長

理事長

副理事長

会計監査

会　計

鈴木典之 斉藤吉弘 堀　靖司 岩本　忍 堀　靖司 岩本　忍

金原利道 三原　忍 金原利道 太田　実 金原利道 太田　実

山田善朗 太田　実 福原輝子 大越　暁 山田善朗 大越　暁

宿野部和一 大越　暁 山田善朗 筒井高幸 三木良昭 筒井高幸

伊波　淳 筒井高幸 宿野部和一 金子里美 宿野部和一 金子里美

曳地　豊 佐野美保子 伊波　淳 古谷博司 曳地　豊 古谷博司

内田行治 古谷博司 曳地　豊 高橋三郎 内田行治 高橋三郎

鈴木忠利 高橋三郎 内田行治 諸星常平 鈴木忠利 諸星常平

相原勝彦 諸星常平 鈴木忠利 広田　茂 遠藤勝男 広田　茂

戸口研二 山本勝弘 遠藤勝男 竹林弘敏 戸口研二 香山一夫

大里　史 竹林弘敏 戸口研二 今福春夫 島田　繁 石山昇一

光増　栄 今福春夫 横溝真理子 香山一夫 光増　栄 佐久間健吉

渡部康之 香山一夫 光増　栄 石山昇一 白石耕一 斉藤吉弘

小沢義篤 石山昇一 白石耕一 佐久間健吉 山口和人

山口和人 佐久間健吉 小沢義篤 斉藤吉弘 佐藤秀夫

佐藤秀夫 山口和人 関野夏美

関野夏美 佐藤秀夫 高橋敏道

高橋敏道 関野夏美 坂口隆次

坂口隆次 高橋敏道 竹林弘敏

吉村龍子 坂口隆次 今福春夫

第25期 第26期 第27期

平成7年度
（1995年度）

平成8年度
（1996年度）

平成9年度
（1997年度）

- - -

石戸谷宏量 石戸谷宏量
阿蘇佳一
石戸谷宏量
玖島　寛

玖島　寛 玖島　寛 石塚拓雄

石塚拓雄
石垣　茂

石塚拓雄
石垣　茂

石垣　茂
小沢義篤

日比谷一親
三木良昭
勝又信俉

日比谷一親
三木良昭
勝又信俉

勝又信俉
福原輝子
伊波　淳

江崎　悟 江崎　悟 江崎　悟

小沢義篤
戸口研二

小沢義篤
戸口研二

島田　繁
金原利道

太田　実 太田　実 太田　実

理　事
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顧　問

名誉会長

会　長

副会長

理事長

副理事長

会計監査

会　計

堀　靖司 岩本　忍 堀　靖司 筒井高幸 堀　靖司 大越　暁

保坂明彦 太田　実 安藤奉夫 諸星常平 安藤奉夫 筒井高幸

山田善朗 大越　暁 山田善朗 加瀬川謙三 小清水孝 諸星常平

飯田和史 筒井高幸 高橋邦夫 広田　茂 高橋邦夫 加瀬川謙三

宿野部和一 古谷博司 宿野部和一 伊藤利展 宿野部和一 広田　茂

太田　一 諸星常平 太田　一 橋本文治 太田　一 池田智一

曳地　豊 広田　茂 曳地　豊 井上修二 久保泰彦 橋本文治

藤間雅浩 吉田　実 藤間雅浩 栗原良一 藤間雅浩 井上修二

鈴木忠利 橋本文治 千竉　修 中山和則 関　和幸 田邉　潤

片江　寛 井上修二 鳥海杉夫 高橋三郎 相原勝彦 小泉健一

戸口研二 栗原良一 戸口研二 斉藤吉弘 戸口研二 香山一夫

小川允道 今福春夫 光増　栄 岩本　忍 森　正 中山和則

光増　栄 香山一夫 高橋研司 松元　洋 光増　栄 高橋三郎

高橋研司 吉田宏司 山口和人 大越　暁 高橋研司 斉藤吉弘

山口和人 高橋三郎 関野夏美 山口和人 岩本　忍

佐藤秀夫 斉藤吉弘 加藤正信 関野夏美 松元　洋

関野夏美 大武敦史 曽我直樹

高橋敏道 竹林弘敏 大武敦史

大武敦史 今福春夫 竹林弘敏

竹林弘敏 香山一夫 今福春夫

平成11年度
（1999年度）

平成12年度
（2000年度）

第28期 第29期 第30期

平成10年度
（1998年度）

-

石垣　茂
小沢義篤

石垣　茂
小沢義篤

- -

阿蘇佳一
石戸谷宏量
玖島　寛

阿蘇佳一
石戸谷宏量
玖島　寛

阿蘇佳一
石戸谷宏量
玖島　寛

石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄

石垣　茂
小沢義篤

勝又信俉
福原輝子
伊波　淳

伊波　淳
福原輝子
佐藤秀夫

伊波　淳
福原輝子
佐藤秀夫

江崎　悟江崎　悟 江崎　悟

島田　繁
金原利道

島田　繁
太田　実

島田　繁
太田　実

青木尚子 青木尚子太田　実

理　事
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第31期 第32期 第33期 第34期 第35期

平成13年度
（2001年度）

平成14年度
（2002年度）

平成15年度
（2003年度）

平成16年度
（2004年度）

平成17年度
（2005年度）

顧 問 阿蘇佳一 阿蘇佳一
阿蘇佳一
玖島　寛

阿蘇佳一
玖島　寛

阿蘇佳一

名 誉 会 長

会 長 石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄

副 会 長
江崎　悟

宿野部和一
江崎　悟

宿野部和一
江崎　悟

宿野部和一
江崎　悟

宿野部和一
江崎　悟
小川充道

理 事 長 伊波　淳 伊波　淳 伊波　淳 伊波　淳 伊波　淳

副 理 事 長
福原輝子
佐藤秀夫

福原輝子
佐藤秀夫

福原輝子
佐藤秀夫

福原輝子
佐藤秀夫

福原輝子
佐藤秀夫

会 計 監 事
※ H19 ～ 監 事

島田　繁
太田　実

島田　繁
太田　実

島田　繁
太田　実

島田　繁
太田　実

小清水孝
太田　実

会 計 福原輝子 福原輝子 福原輝子 福原輝子 福原輝子

堀　靖司 堀　靖司 堀　靖司 堀　靖司 堀　靖司

安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫

高橋邦夫 高橋邦夫 高橋邦夫 高橋邦夫 高橋邦夫

小清水孝 小清水孝 小清水孝 小清水孝 小清水孝

宿野部和一 宿野部和一 宿野部和一 宿野部和一 宿野部和一

北口慶太 北口慶太 北口慶太 北口慶太 北口慶太

玖島　寛 玖島　寛 小川充道 小川充道 小川充道

光増　栄 光増　栄 庭瀬英明 庭瀬英明 庭瀬英明

山口和人 山口和人 山口和人 山口和人 山口和人

鈴木政実 鈴木政実 中山和則 中山和則 中山和則

中山和則 中山和則 栗原美智 栗原美智 山岡　彰

戸口研二 戸口研二 岡本達司 岡本達司 太田　実

岡本達司 岡本達司 古谷博司 古谷博司 古谷博司

古谷博司 古谷博司 佐藤秀夫 佐藤秀夫 佐藤秀夫

佐藤秀夫 佐藤秀夫 広田　茂

大 会 委 員 長 佐藤秀夫 佐藤秀夫 山口和人 山口和人 山口和人

副委員長 岡本達司 岡本達司 岡本達司

普 及 委 員 長 丸茂秀樹 丸茂秀樹 丸茂秀樹 丸茂秀樹 丸茂秀樹

副委員長 高橋邦夫 高橋邦夫 高橋邦夫 高橋邦夫 高橋邦夫

指 導 部 長

実 業 団 委 員 長 大田 一 大田 一 坂口隆次 坂口隆次 井上修二

クラブ対抗委員長 島田　繁 島田　繁 小川充道 小川充道

事 務 局 長 福原輝子 福原輝子 福原輝子 福原輝子 福原輝子

事務局
田村恵美

広野伊豆美
田村恵美

広野伊豆美
田村恵美

田村恵美
栗原美智

ＩＴ推進委員長 玖島　寛
（IT推進担当）

松元　洋

県 央 役 員

常 任 理 事

6464

50 年 の あ ゆ み



顧 問

名 誉 会 長

会 長

副 会 長

理 事 長

副 理 事 長

会 計 監 事
※ H19 ～ 監 事

会 計

大 会 委 員 長

副委員長

普 及 委 員 長

副委員長

指 導 部 長

実 業 団 委 員 長

クラブ対抗委員長

事 務 局 長

事務局

ＩＴ推進委員長

県 央 役 員

常 任 理 事

協会歴代役員

第36期 第37期 第38期 第39期 第40期

平成18年度
（2006年度）

平成19年度
（2007年度）

平成20年度
（2008年度）

平成21年度
（2009年度）

平成22年度
（2010年度）

阿蘇佳一 阿蘇佳一 阿蘇佳一 阿蘇佳一 阿蘇佳一

石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄

江崎　悟
小川充道

小川充道
伊波　淳

小川充道
伊波　淳

伊波　淳 小清水孝

伊波　淳 山口和人 山口和人 山口和人 山口和人

福原輝子
佐藤秀夫

小清水孝
安藤奉夫

小清水孝
安藤奉夫

小清水孝
安藤奉夫

降旗　淳
安藤奉夫

小清水孝
太田　実

太田　実
香坂　修

太田　実
香坂　修

堀　靖司
香坂　修

堀　靖司
香坂　修

福原輝子 松井政春 松井政春 松井政春 松井政春

堀　靖司 堀　靖司 堀　靖司 堀　靖司 堀　靖司

安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫 六浦満夫

青木保典 伊藤良典 伊藤良典 久間俊輔 久間俊輔

小清水孝 内川素良 内川素良 内川素良 内川素良

神谷幸男 神谷幸男 神谷幸男 神谷幸男 神谷幸男

北口慶太 香坂　修 香坂　修 香坂　修 香坂　修

小川充道 小川充道 小川充道 降旗　淳 降旗　淳

庭瀬英明 庭瀬英明 庭瀬英明 庭瀬英明 新藤岳志

山口和人 新藤岳志 新藤岳志 新藤岳志 今福春夫

中山和則 今福春夫 今福春夫 今福春夫 太田　実

山岡　彰 樋口　学 樋口　学 鈴木政実 広田　茂

太田　実 太田　実 太田　実 太田　実 香山一夫

古谷博司 古谷博司 古谷博司 広田　茂 諸星常平

佐藤秀夫 佐藤秀夫 佐藤秀夫 香山一夫

広田　茂 広田　茂 広田　茂 諸星常平

山口和人 岡本達司 岡本達司 岡本達司 岡本達司

岡本達司 小清水重男 小清水重男

丸茂秀樹 丸茂秀樹 丸茂秀樹 丸茂秀樹 高西美幸

高西美幸 高西美幸 高西美幸 広田　茂

高西美幸

井上修二 安藤奉夫 安藤奉夫 吉田拓未 吉田拓未

福原輝子 安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫

玖島　寛
SS21

玖島　寛
SS21

玖島　寛
ラケットや

香山一夫
ラケットや

松元　洋 太田　実 太田　実 内村貴宏 内村貴宏

江崎　悟
安藤奉夫

江崎　悟
安藤奉夫

安藤奉夫 安藤奉夫
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顧 問

名 誉 会 長

会 長

副 会 長

理 事 長

副 理 事 長

会 計 監 事
※ H19 ～ 監 事

会 計

大 会 委 員 長

副委員長

普 及 委 員 長

副委員長

指 導 部 長

実 業 団 委 員 長

クラブ対抗委員長

事 務 局 長

事務局

ＩＴ推進委員長

県 央 役 員

常 任 理 事

第41期 第42期 第43期 第44期 第45期

平成23年度
（2011年度）

平成24年度
（2012年度）

平成25年度
（2013年度）

平成26年度
（2014年度）

平成27年度
（2015年度）

阿蘇佳一 阿蘇佳一 阿蘇佳一 阿蘇佳一 阿蘇佳一

石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄

小清水孝
小清水孝
山口和人

小清水孝
山口和人

小清水孝
山口和人

小清水孝
山口和人

山口和人 降旗　淳 降旗　淳 降旗　淳 降旗　淳

降旗　淳
安藤奉夫

六浦満夫
安藤奉夫

六浦満夫
安藤奉夫

六浦満夫
安藤奉夫

六浦満夫
安藤奉夫

堀　靖司
香坂　修

堀　靖司
香坂　修

堀　靖司
香坂　修

堀　靖司
香坂　修

香坂　修
新藤岳志

松井政春 松井政春 松井政春 内川洋子 内川洋子

堀　靖司 堀　靖司 堀　靖司 堀　靖司 曽田健嗣

六浦満夫 六浦満夫 六浦満夫 六浦満夫 六浦満夫

久間俊輔 久間俊輔 伊藤良典 伊藤良典 伊藤良典

内川素良 内川素良 内川素良 小清水孝 小清水孝

神谷幸男 香坂　修 香坂　修 香坂　修 北村　栄

香坂　修 降旗　淳 降旗　淳 降旗　淳 降旗　淳

降旗　淳 新藤岳志 新藤岳志 新藤岳志 新藤岳志

矢部克己 金井俊一郎 金井俊一郎 金井俊一郎 今福春夫

新藤岳志 今福春夫 今福春夫 今福春夫 太田　実

今福春夫 太田　実 太田　実 太田　実 今泉幸文

太田　実 今泉幸文 今泉幸文 今泉幸文 今井　徹

広田　茂 今井　徹

諸星常平

岡本達司 岡本達司 岡本達司 六浦満夫 六浦満夫

小清水重男 松元　洋

高西美幸 高西美幸 高西美幸 高西美幸 高西美幸

大井勝也

高西美幸 高西美幸 高西美幸 高西美幸 高西美幸

今泉幸文 今泉幸文 宗雪尚浩 宗雪尚浩 山下　勲

安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫

香山一夫
ラケットや

ラケットや ラケットや ラケットや ラケットや

内村貴宏 内村貴宏 内村貴宏 内村貴宏 内村貴宏

安藤奉夫
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顧 問

名 誉 会 長

会 長

副 会 長

理 事 長

副 理 事 長

会 計 監 事
※ H19 ～ 監 事

会 計

大 会 委 員 長

副委員長

普 及 委 員 長

副委員長

指 導 部 長

実 業 団 委 員 長

クラブ対抗委員長

事 務 局 長

事務局

ＩＴ推進委員長

県 央 役 員

常 任 理 事

協会歴代役員

第46期 第47期 第48期 第49期 第50期

平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和2年度
（2020年度）

石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄 石塚拓雄

小清水孝 小清水孝 小清水孝 小清水孝 小清水孝

山口和人
正岡義海

山口和人
正岡義海

山口和人
正岡義海

山口和人
正岡義海

山口和人
正岡義海

降旗　淳 降旗　淳 降旗　淳 降旗　淳 降旗　淳

六浦満夫
安藤奉夫
高西美幸

六浦満夫
安藤奉夫
高西美幸

六浦満夫
安藤奉夫
高西美幸

六浦満夫
安藤奉夫
高西美幸

安藤奉夫
高西美幸

新藤岳志
北村　栄

新藤岳志
北村　栄

北村　栄
大湊　毅

北村　栄
大湊　毅

北村　栄
大湊　毅

内川洋子 内川洋子 今福春夫 今福春夫 今福春夫

曽田健嗣 曽田健嗣 曽田健嗣 曽田健嗣 横山浩樹

六浦満夫 六浦満夫 六浦満夫 六浦満夫 木森貴俊

伊藤良典 小清水孝 小清水孝 小清水孝 小清水孝

小清水孝 北村　栄 北村　栄 北村　栄 北村　栄

北村　栄 降旗　淳 降旗　淳 山本　洋 山本　洋

降旗　淳 近藤　康 近藤　康 近藤　康 近藤　康

近藤　康 今福春夫 今福春夫 今福春夫 今福春夫

今福春夫 谷垣博司 谷垣博司 谷垣博司 谷垣博司

谷垣博司 曽我浩司

今井　徹

六浦満夫 六浦満夫 六浦満夫 六浦満夫 山本　洋

高西美幸 高西美幸 高西美幸 高西美幸 高西美幸

高西美幸 高西美幸 高西美幸 高西美幸 高西美幸

山下　勲 草野尚巳 高橋秀和 佐藤大樹 佐藤大樹

安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫 安藤奉夫

ラケットや
ラケットや
北村　栄
(HP担当)

ラケットや
北村　栄
(HP担当)

ラケットや
北村　栄
(HP担当)

ラケットや
北村　栄
(HP担当)
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寄 稿

　秦野市テニス協会設立50周年誠におめでとうございます。心よりお慶び申し上げま 
す。
　私のテニス人生は秦野市テニス協会とともに歩んできました。昭和46年4月秦野市硬
式テニスクラブ（現秦野市テニス協会）が発足した同年の5月に社内駐車場の片隅に作っ
たテニスコートから始まりました。私は高校時代にクラブ活動で軟式テニスをやってい
ましたがストローク中心の軟式に比べサーブ＆ボレー、スマッシュと多彩な技と心地よ
い打感の硬式テニスにすっかり魅せられました。
　当時私の会社の各事業所では盛んにテニスがおこなわれ年に一回の対抗戦が大きなイ
ベントでした。代表に選ばれ対抗戦に勝つことが最初の目標でした。初めて参加した事
業所対抗戦では「硬式テニスはサービス＆ボレーだ」と教えられ未熟なボレーにもかか
わらず突っ込み返り討ちされたことを覚えています。当時の日立神奈川工場テニス部 

（現日立神奈川）は硬式テニスの経験者は少なく、サービス、ボレー等の技術習得もま
まならなかったのですが、唯一学生時代に専門部のテニス部で活躍された先輩の景平氏

（昭和46第3回春季ダブルス大会優勝者）が在籍されており、バックハンドやサービス、
ボレー、フットワークなどの基本を習いました。プレーだけでなく「ボール返球はワン
バウンドで腰の高さに」などマナーについても教えていただいたような気がします。今
思うと学校の部活のような指導でした。
　部員も多かったためタイムキーパーを置いて時間割でストローク、ボレー、スマッシュ
と基本の反復練習が大半で、最後にダブルスの試合をやるのがパターンでした。土、日
は朝から夕暮れまで、平日も出勤前の朝練、春夏の長期連休は合宿で夜もテニス理論を
戦わして連日、連夜のテニス漬けのような感じでした。クレーコートでしたから雨が止
むとコートの雑巾がけ、霜が降りても砂とローラで固め、寸刻の時間も惜しんでやって
いました。夏はもちろん一年中真っ黒い顔をして（当然冬もコートに立っていました）
出社していました。余談ですが仕事で他事業所にいくと相手先の上司から半分冗談に 

「部署はどこですか？」と聞かれたこともありました。そのうち他事業所とのテニス交
流も増え職場名ではなく「テニス部（部署ではなくて）の江崎さんですね」と言われる
こともありました。
　昭和46年秦野市硬式テニスクラブの設立に始まり、同50年秦野市体育協会加盟、同

日立神奈川
　　江　崎　　　悟

テニスと私
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59年神奈川県テニス協会への加盟、市営テニスコート6面も造られ、テニス活動も活発
になります。春秋期ダブルス大会に加え秦野テニス選手権（現秦野シングルス大会）、
会長杯支部争奪戦、市民総合体育大会、実業団リーグ、都市対抗戦と競技イベントも増
えていきました。私のテニス活動も社内事業所対抗戦から協会主催の大会に広がり個人
戦に加え団体戦にも積極的に参加していきました。昭和47年春季ダブルスで谷垣氏と
組んだダブルスでの優勝、シングルスの4連覇、55歳、65歳ダブルスでの優勝もできま
した。特に県A級実業団リーグは昭和56年から約24年間定年間際の50歳半まで参加さ
せていただきました。この間県A級3部リーグでの優勝が最高の成績でした。
　第23期（平成５）～第30期の８年間玖島、石塚会長のもとで協会理事長として協会活
動にも微力を傾けてまいりました。年間大会のコート確保、日程、ドローの作成に始ま
り、特にこのころはテニス技術の向上を目指して初心者テニス教室、県選手権、近隣テ
ニス協会との対抗戦も積極的に参加してきました。思い出深いのは秦野市の監督として
出場した平成5年の都市対抗戦です。毎年初戦敗退で終わっていましたが4－3の僅差
スコアで初めて初戦突破ができたことでした。初戦のみの勝利ですがこの年は初戦突破
を目指して事前に強化練習を何回か行いチームワークの勝利でした。
　青春時代に始めたテニスは気が付いてみれば古希も終え半世紀以上関わり、多くの友
人に巡り会え、楽しさ、悔しさ、苦しさ、喜び、健康を与えてくれました。私にとって
テニスは趣味の域を超えて、人生の糧にもなっているような気がします。私のテニス人
生を支えてくださいました秦野市テニス協会、神奈川県県央テニス協会、実業団のメン
バー、ライバルの方々に感謝を申し上げますと共に秦野市テニス協会の益々の発展をご
祈念申し上げます。
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50 年 の あ ゆ み

　秦野市テニス協会設立50周年に心よりお喜びと敬意を表し、大いに拍手を以って、
労いたいと思います。
　節目、節目のご祝辞を拝読しますと、この日鍛バルブOBの懐かしい名前も登場して、

「そうかぁ、うちもテニス協会と一緒に歩んで来たんだなぁ」と感慨深いものが蘇りま 
す。わたしが入社して間もなくの1983年（昭和58年）頃のこと、「体を動かしたいけ 
ど、一番安上がりな部活は何かな？」と考えていたところ、軽い遊び心からテニス部に
入ってしまった記憶しかありません。当時は、部活と言っても決まった練習メニューが
有る訳でも、厳しいコーチによるトレーニングも有る訳でもなく、いたって平和な感じ
でした。
　それで、「日鍛は秦野市でも強い方」と聞かされても、信じられませんでした。ただ、
そうした緩い練習やゲームの繰り返しでも、時々、ボレーの基本を教えてくれたり、ダ
ブルスのコツを指導してくれたりして、「ひょっとすると意外とそれは本当なのかも知
れないな」と思ったりしました。そして、いつの頃か「あのウィンブルドンのボルグみ
たいに」と憧れて頑張っている自分がいました。腕が伴わないのに、ガットばかりガチ
ガチの65ポンドで張ったりしたものです。案の定、直ぐに切れて、おカネばかり掛か
りましたけど…。その後は、テニス教室のお手伝いで、自分が緊張してしまって、まと
もに球出しさえできなかったり、実業団戦で夏の暑さに死にそうになったり、と昨日の
様に思い出が蘇って来ます。その自分も還暦を過ぎて、後輩の若手たちの活躍が嬉しく
てなりません。
　この日鍛バルブのテニス部が、この50周年の節目に№1になれたのも縁であり、絆だ
と思えてしまいます。会社としても、そうした足跡と功労に報いる意味で、秦野本社に
オムニコートを造ることにしました。昨年の秋に完成して、既にテニス部員はじめ社員
が汗を流しています。これを機会に、更に部員が増えて、日鍛テニス部が秦野市テニス
協会を盛り上げて行く活力源になってくれれば、こんなに嬉しいことはありません。
　長引くコロナ禍が、唯一、この大いなる節目の50周年に水を差す格好になっていま
すが、カルチャーパークでは、感染対策を図りながら、テニスで良い汗を流されている
光景を目にします。これも当協会の大いなる功績であり、財産だと思います。
　末筆になりますが、この活動が次の100年を迎える為に、テニスを愛する人が増えて、

日鍛バルブ株式会社
代表取締役社長　金　原　利　道

秦野市テニス協会創設50周年
『半世紀にわたるご活躍に拍手！』
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そして、テニスを通して協会運営の担い手が活躍し続けることを心より祈念申し上げま
す。
　また、この秦野市テニス協会のテニス熱の盛り上げによって、錦織選手や大坂なおみ
選手に続くスターが育つことを期待しております。
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50 年 の あ ゆ み

　この度は、秦野市テニス協会の創立50周年を迎えられたことを心からお祝い申し上
げます。
　現在は2015年に中国へ赴任し、現地日系企業の日本人や居酒屋で知り合った中国人
とのテニスを楽しんでおります。
　私が秦野市テニス協会にお世話になったのが社会人になった1988年からなので今か
ら30年以上前の昭和の時代になります。
　協会が主催する大会や実業団戦に参加させていただき充実したテニスライフを長期間
過ごすことが出来ました。これは協会を長きにわたり運営いただいた歴代の会長や理事
長を含めた関係者皆様のお陰と思い、これまでのご功労に敬意を表し感謝申し上げま 
す。
　この寄稿文の依頼を受けて昔のことを思い出してみましたが、活動の中心となってい
るカルチャーパークテニスコート（運動公園）は現在の10面でなく下側の6面しかあり
ませんでした。また全面がクレーコートでしたが、大会の参加者は一番多い時には300
名を超えていたと記憶しています。当然、コートが足りなかったため、なでしこ公園や
日立さんや小田急はたのテニスガーデンさんのコートも使って大会の運営にはかなりご
苦労されたと伺いました。当時は錦織圭や大坂なおみのような世界で活躍する日本人プ
レーヤーがいませんでしたが、テニスは今よりも多くの社会人が気軽に楽しんでいたス
ポーツだったと思います。

祝　秦野市テニス協会
創立50周年

天津斯坦雷電気科技有限公司
　　堀　　　靖　司
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　その後、私が協会の理事として関わり始めた頃に協会内の組織に各種の委員会が設立
され、各種大会やテニス教室などの普及活動が盛んになってきたところで日本を離れま
したが、暫くぶりに協会のHPを拝見したところ、様々な活動が増えていて協会が中心
になって活動に貢献されていることを今回改めて認識致しました。
　世界はコロナによりライフスタイルが変わってしまいましたが、テニスの楽しさは変
わってないと思います。今後も秦野市でテニスに関わる人たちに、楽しめる環境を与え
続ける協会として、これからも発展することを祈念し創立50周年のお祝いのメッセー
ジとさせていただきます。





行事
特別表彰受賞者
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 秦野市テニス協会創立５０周年を記念し、以下の行事を行います。 

 

 

― 創立記念式典の開催 ― 
 

 令和４年２月１９日（土）に、秦野市商工会議所にて開催されます。

当協会の活動・発展にご尽力された方々に感謝を込めて表彰を行いま

す。祝賀パーティーは、コロナ感染拡大を考慮し、見送りました。 

※令和４年２月７日中止を決定 

 

 

― 記念誌の発行 ― 
 

 ３０年～５０年間を振り返り、後世に残す資料として協会の歴史を

まとめました。現在の協会加盟団体の紹介、過去５０年間の大会入賞

者一覧、協会歴代役員など、５０年間の全てをまとめ上げ、読み応え

のある冊子にしています。 

 尚、記念誌発刊に当たり、次の広告掲載のご協賛を戴きました。 

 

 小田急はたのテニスガーデン 

 トム・インドアテニス秦野校 

 BEAT TENNIS CLUB 

 ラケットや 秦野店 

 

 

― 記念イベント ― 
 

 令和３年１１月１４日（土）カルチャーパークテニスコートに於い

て、「穂積絵莉プロテニスプレーヤー」を迎え記念イベントを開催す

る予定でしたが、新型コロナ感染症の収束が見えないことから開催の

中止を決定しています。 

 記念イベントは、令和４年度の支部対抗の会長杯を 50周年記念の

行事イベントにすることを検討しています。 
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― 記念品の作成 ― 
 

 ５０周年の記念品として、スポーツタオルを作成しました。 

 

 
 

記念タオルのデザイン 
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特別表彰受賞者 

 
 

１ 功労者 

  石 塚 拓 雄   小 清 水 孝   伊 波   淳 

降 旗   淳   山 口 和 人   佐 藤 秀 夫 

岡 本 達 司   六 浦 満 夫   丸 茂 秀 樹 

高 西 美 幸   安 藤 奉 夫   福 原 輝 子 

松 井 政 春   内 川 洋 子   内 村 貴 宏 

太 田   実 

 

２ 団体功労賞 

  スタンレー電気   日鍛バルブ     マックス 

  秦野市役所     小田急はたのＴＧ  日立情報通信 

  フットフォルト   日立神奈川     島津製作所 

  渋沢丘陵ＴＣ 

 

３ 優秀選手  

  岡 本 達 司   荻 野 真 也 

  高 西 美 幸   小 橋 玲 奈（旧姓高西） 

  西   洋 三   佐 藤 真 紀 子 

  佐 藤 広 三   光 山 有 沙（旧姓降旗） 

 

４ 優秀団体 

  マックス      日立情報通信 

  秦野市役所     ＦＤＳＣ 

 

５ 感謝状 

  中 尾 信 之   岩 倉 政 名（ラケットや） 

  トム・インドアテニス秦野校 
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―  受賞者のプロフィール ― 
 

 石塚拓雄、小清水孝の両氏は会長として、伊波淳、降旗淳の両氏は

理事長として、山口和人氏は理事長と大会委員長として、佐藤秀夫、

岡本達司、六浦満夫の各氏は大会委員長として、丸茂秀樹、高西美幸

の両氏は普及委員長として、安藤奉夫氏は事務局長として、福原輝子

氏は事務局長と会計として、松井政春、内川洋子の両氏は会計として、

内村貴宏氏はＩＴ委員長として、太田実氏はＩＴ委員長と会計、監事

として協会の発展に寄与されました。 

 最近２０年間継続して支部登録して協会活動を支えていただいた

以下の 10支部に団体功労賞を贈ります。 

スタンレー電気、日鍛バルブ、マックス、秦野市役所、 

小田急はたのＴＧ、日立情報通信、フットフォルト、日立神奈川、 

島津製作所、渋沢丘陵ＴＣ 

 

 優秀選手は一般種目で優勝回数の多い男女各２名と、年齢別と一般

を合わせて優勝回数の多い男女各１名、および都市対抗戦に出場戴い

た回数の多い男女各１名の合計８名を選出しました。 

 一般は岡本達司、荻野真也、高西美幸、小橋玲奈（旧姓高西）の各

氏、年齢別は西洋三、佐藤真紀子の両氏、都市対抗戦は佐藤広三、光

山有沙（旧姓降旗）の両氏を選出しました。 

 優秀団体として会長杯の優勝回数の多いマックス、２００１年神奈

川県実業団Ｂ級優勝の日立情報通信、秦野市実業団対抗戦で優勝回数

の多い秦野市役所（男子）、ＦＤＳＣ（女子）の４団体を選出しまし

た。 

 

 ニューミックス大会の車椅子参加者の取りまとめにご協力いただ

いた中尾信之様、平日ダブルス大会の受付窓口などにご協力いただい

たラケットや岩倉政名様、市民の日にコーチ派遣や用具のご提供など

にご協力いただいたトム・インドアテニス秦野校様に感謝状を贈りま

す。 
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スタンレー電気　スタンレークラブ
日鍛バルブ　Tennis Club

マックス
秦野市役所硬式テニス部

小田急はたのテニスガーデン
日立情報通信エンジニアリング TC

トム・インドアテニス秦野校
フットフォルト

日立神奈川
島津製作所秦野硬式テニス部

サプライズ
渋沢丘陵 TC

BEAT TENNIS CLUB

Ⅲ. 加盟支部紹介
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◆支部名 ： スタンレー電気（スタンレークラブ 秦野テニス同好会） 

◆代表者名： 柳 利郎 

◆部員数 ： 男子：10名、女子：5名（合計：15名）2021年度秦野市テニス協会登録人数 

◆支部紹介： 

 秦野市テニス協会設立時（1971年）から支部登録を 50年継続！、メンバーの顔ぶれ

も変わりながら積極的に活動しています。主な活動は、毎週水曜の定期ナイター練習の

他、秦野市テニス協会主催の各種大会への参加、実業団への参戦、またここ数年は実施で

きていませんが家族や友人もたくさん参加して夏合宿も行っています。 

 各種大会への参戦記録（2010年以降）と活動写真を一部下記にご紹介いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

春季ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 秋季ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ｼﾝｸﾞﾙｽ

2010 〇 7 7　※１ 12 男子A(1位)、女子A(4位)

2011 × 3　※２ 0 5 男子A(1位)、女子A(3位)

2012 × 4 5 4 男子A(1位)、女子A(1位)

2013 中止 3 1 4 男子A(4位)
2014 × 3 1 0 男子B(1位)
2015 × 2 0 0 男子A(2位)
2016 × 0 0 0 男子A(3位)
2017 × 0 0 0 男子A(3位)
2018 〇 2 1 2 男子A(1位)
2019 × 4 5 9 男子A(3位)
2020 中止 中止 8 12 男子A(1位)
2021 中止 6　※３ ・・・ ・・・ 男子A(1位)※４

優秀な戦績 ※１　男子本戦：堀・曽田=優勝、内藤・大見山=準優勝
※２　男子Ａ：堀・曽田=優勝
※３　男子Ａ：千田・林=優勝、男子Ｂ：柳・水谷=優勝
※４　（県リーグ）ビジネスパルＢ大会=３位

（数字は、エントリー数）
年度 会長杯

(〇：参加、×：不参加)

実業団
(参戦ﾘｰｸﾞ(順位))

2007年 夏合宿（山中湖） 2014年 夏合宿（山中湖） 

2021年 実業団 スタンレーＡメンバー 2021年 実業団 スタンレーＢメンバー 

453★ 

◆支部名 ： スタンレー電気（スタンレークラブ 秦野テニス同好会） 

◆代表者名： 柳 利郎 

◆部員数 ： 男子：10 名、女子：5 名（合計：15 名）2021 年度秦野市テニス協会登録人数 

◆支部紹介： 

 秦野市テニス協会設立時（1971 年）から支部登録を 50 年継続！、メンバーの顔ぶれ

も変わりながら積極的に活動しています。主な活動は、毎週水曜の定期ナイター練習の

他、秦野市テニス協会主催の各種大会への参加、実業団への参戦、またここ数年は実施で

きていませんが家族や友人もたくさん参加して夏合宿も行っています。 

 各種大会への参戦記録（2010 年以降）と活動写真を一部下記にご紹介いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

春季ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 秋季ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ｼﾝｸﾞﾙｽ

2010 〇 7 7　※１ 12 男子A(1位)、女子A(4位)

2011 × 3　※２ 0 5 男子A(1位)、女子A(3位)

2012 × 4 5 4 男子A(1位)、女子A(1位)

2013 中止 3 1 4 男子A(4位)
2014 × 3 1 0 男子B(1位)
2015 × 2 0 0 男子A(2位)
2016 × 0 0 0 男子A(3位)
2017 × 0 0 0 男子A(3位)
2018 〇 2 1 2 男子A(1位)
2019 × 4 5 9 男子A(3位)
2020 中止 中止 8 12 男子A(1位)
2021 中止 6　※３ ・・・ ・・・ 男子A(1位)※４

優秀な戦績 ※１　男子本戦：堀・曽田=優勝、内藤・大見山=準優勝
※２　男子Ａ：堀・曽田=優勝
※３　男子Ａ：千田・林=優勝、男子Ｂ：柳・水谷=優勝
※４　（県リーグ）ビジネスパルＢ大会=３位

（数字は、エントリー数）
年度 会長杯

(〇：参加、×：不参加)

実業団
(参戦ﾘｰｸﾞ(順位))

2007 年 夏合宿（山中湖） 2014 年 夏合宿（山中湖） 

2021 年 実業団 スタンレーＡメンバー 2021 年 実業団 スタンレーＢメンバー 

453★ 
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日鍛バルブ　 Tenni s Cl ub

代表： 木森 貴俊

部員数： 15名

支部紹介： 日鍛バルブテニス部は秦野市テニス協会と 共に

　 生まれ育っ てき まし た。

主に秦野市テニス協会主催の大会に参加し ています。

2021年秋には念願のテニスコ ート が社内に完成し ます。

こ れから も テニスを 通じ て会社やテニス協会の成長に

貢献でき るよう 楽し く 活動を し て行き ます。

直近の戦績： 2018年　 秦野市実業団　 優勝

2020年　 神奈川県実業団対抗B大会　 2回戦進出

Nittan Valve

日鍛バルブ　Tennis Club

代表： 木森 貴俊

部員数： 15名

支部紹介： 日鍛バルブテニス部は秦野市テニス協会と共に

　 生まれ育ってきました。

主に秦野市テニス協会主催の大会に参加しています。

2021年秋には念願のテニスコートが社内に完成します。

これからもテニスを通じて会社やテニス協会の成長に

貢献できるよう楽しく活動をして行きます。

直近の戦績： 2018年　秦野市実業団　優勝

2020年　神奈川県実業団対抗B大会　2回戦進出

Nittan Valve
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支部名 ： 「マックス」 

会員数 ： ２５名 ［男性：２０名／女性：５名］ 

代表者 ： 小清水 孝 

活動内容 

   本クラブは、テニス愛好家の集まりとしてスタートし、 

   大会にも参加すべく支部登録し、今日に至っています。 

   当初は、初心者も多く、なかなか勝てませんでしたが、 

   若手の加入も増え、大会へも積極的に参加しています。 

   会長杯支部対抗戦は、２００８年３３回大会で初優勝後、 

   ２０１９年４４回大会まで、８回優勝を達成しました。 

   個人戦でも、好成績を残せるようになってきました。 
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支 部 名  秦野市役所硬式テニス部 

代表者名  北村 栄 

部 員 数  ２６名（男性１６名、女性１０名） 

支部紹介 

秦野市テニス協会創立５０周年おめでとうございます。 

私達秦野市役所硬式テニス部は、１９７７年（昭和５２年）にテニス好き

な職員同士が集まって発足し、今年で創部４５年を迎えます。 

神奈川県官公庁テニス大会と神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会）の

優勝を目指して、カルチャーパークのテニスコートを拠点に週に 1 回の練習

日を設けて活動していますが、部員数の減と高齢化により、目標達成が年々

難しくなっています。 

大会以外では、毎年恒例となっている姉妹都市である長野県諏訪市との交

流会や夏合宿を行い、朝から日が暮れるまで１日中テニスボールを追いかけ

て汗を流し、夜はお酒を片手にテニス談義で花を咲かせています。テニス以

外でもボウリング大会などのイベントを開催し、職員間の親交を深めていま

す。昨年度は新型感染症の影響で、イベントを開催することができませんで

したが、テニスの後のおいしいビールが楽しめる日を心待ちにしています。 

 

 

長野県諏訪市との交流会 

支 部 名  秦野市役所硬式テニス部 

代表者名  北村 栄 

部 員 数  ２６名（男性１６名、女性１０名） 

支部紹介 

秦野市テニス協会創立５０周年おめでとうございます。 

私達秦野市役所硬式テニス部は、１９７７年（昭和５２年）にテニス好き

な職員同士が集まって発足し、今年で創部４５年を迎えます。 

神奈川県官公庁テニス大会と神奈川県実業団対抗テニス大会（Ｂ大会）の

優勝を目指して、カルチャーパークのテニスコートを拠点に週に 1 回の練習

日を設けて活動していますが、部員数の減と高齢化により、目標達成が年々

難しくなっています。 

大会以外では、毎年恒例となっている姉妹都市である長野県諏訪市との交

流会や夏合宿を行い、朝から日が暮れるまで１日中テニスボールを追いかけ

て汗を流し、夜はお酒を片手にテニス談義で花を咲かせています。テニス以

外でもボウリング大会などのイベントを開催し、職員間の親交を深めていま

す。昨年度は新型感染症の影響で、イベントを開催することができませんで

したが、テニスの後のおいしいビールが楽しめる日を心待ちにしています。 

 

 

長野県諏訪市との交流会 
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クラブ紹介 
・メンバーは主に会社社員、OB とその家族である。 
・活動方針に基づき、「和」「体」「技」を向上させるべく 
日々、努力を惜しまず活動している。。。 はずだ。 
・若者は少ない。皆、歳を食った。 
・目標だった実業団、県リーグに入れたのが自慢である。 
・活動拠点の善波コートが閉鎖され、会員、皆が泣いた。 
 今はカルチャーパーク、立野、おおねコートで涙をこらえて 
頑張っている。 

 
いる。 善波コート最後の日 

・活動拠点、善波コート閉鎖前の最後の日、 
 感謝の気持ちを込めて大掃除&試合をした。 
・皆、笑っているように見えるが、 
涙をこらえている。 
・写真①が当クラブの御意見番、 
 秦野市テニス協会副会長様である。 
・写真②③が当クラブの纏め役、 
②は爽やかイケメン風だが、現在はもっと、ふとっ．．． 

③は娘ちゃんが可愛い。また遊びに来てね。 

② 

① 

会長卒業の宴 
・写真下部中央、素敵な笑顔のオジサマが当クラブの会長、会社は卒業したが会長は継続中である。 
・皆、呑むのが好きなので、活動方針の「和」はアルコールによって成り立っている。 

支部名：日立情報通信 
会員数：      27名 

代表者：       近藤 

和 会員、家族の親睦 
活動方針 

体 健康推進 

技 技術向上 

日立情報通信エンジニアリング 

仲
良
き
事
は
美
し
き
哉 

TC 

③ 
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ト ム ・ イ ン ド ア テ ニ ス 秦 野 校 

 
本クラブは、トム・インドアテニス秦野校の会員様及びスタッフで構成しております。活

動としては、月に２～３回、会員様とスタッフ合同の練習会を行っております。 
クラブの歴史としては、２００９年に渋沢丘陵テニスクラブ様のコートをお借りし、ジュ
ニア専門スクール、トムテニスプラニング渋沢校からスタートしたのが始まりです。２０１
４年には、平塚市土屋にて姉妹校となるトムテニスプランニング湘南平塚校を開校。そして、
２０１８年１０月に渋沢校と湘南平塚校を統合する形で、秦野市初のインドアテニススク
ールとしてオープンし、地域の皆様に支えられて今年３周年を迎えることができました。 
秦野市テニス協会には、２０１０年より加盟し、主な活動として、普及委員会のテニス教

室のお手伝いや協会主催の各種大会への参加をさせていただいております。 
現在、トム・インドアテニス秦野校では、２面のインドアコートにて、幅広い世代、レベ
ルの約６６０名の会員様に、テニスを楽しんでいただいております。テニスを通じて、会員
様の日常に彩を添え、アットホームな雰囲気のスクールを目指し、運営を行っております。 
今後も、秦野市のテニスのランドマークとして、秦野市のテニス人口の増加、テニスの普

及に微力ながら貢献できるよう、スタッフ一同邁進して参りますので、ご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願い致します。 

 
代表者名：根岸 知明   支部代表者及び支配人：安藤 将 
スクール会員数：６６０名（２０２１年１２月末現在） 
    
スクール入会者募集中！体験レッスン随時受け付けております。 
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支部名：フットフォルト 

代表者：今福春夫 

男 子：17 名 

女 子：10 名 

 

 平成元年に秦野・平塚在住の十数名のメンバーで活動を開始しましたが、当時のメンバーで残っ

ているのは代表者のみで、活動している中で知り合いになった方々に参加していただき、何とか続

けることができております。 

フットフォルトとしての全体活動は特になく、幾つかのグループが個々に活動しているという

のが実情で、兎にも角にも大会に参加したいという意欲のある人の集まりです。 

 未だ実現できていませんが、近い将来、部内における各グループによる対抗戦を企画し、個々の

交流を図って行きたいと思っています。 
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支部名　日立神奈川

会員数　男性　２５名　　女性　５名　　代表者　谷垣博司

秦野市テニス協会の創立５０周年おめでとうございます。

日立神奈川は日立製作所の秦野市にある事業所の社員、関連会社の社員、元社員、その家族、知り合いなどの

テニスの好きな人たちで構成されています。

現在の活動はカルチャーパークや近隣のテニスコートを利用して、週に１～２回テニスを楽しんでいます。

テニス部ＯＢ会も年２回開催してテニスとゴルフに懇親飲み会を加え、毎回２０人程度が参加していますが、

昨年からコロナ感染予防のため活動停止中です。

早くコロナ感染が終息してＯＢ会を開催したいと願っています。

事業所は大型コンピューターの開発、製造を行う（株）日立製作所　神奈川工場として設立されました。

テニス部は工場内のテニス愛好者で創部され、秦野市テニス協会の発足当初から参加しています。

テニス協会の登録名は事業所名の変更に合わせて日立、日立汎用、日立ＥＳＤ、日立情ＩＰ、日立神奈川と

変わりました。

５０年を振り返ると秦野市テニス協会主催の会長杯、ダブルス大会、シングルス大会などに参加したり、

神奈川県選手権や平塚や小田原地区などの試合にも参加して入賞の実績を残しています。

秦野市テニス協会が神奈川県テニス協会に加盟するまでは、秦野市テニス協会の活動に参加するとともに、

平塚市テニス協会にも所属して試合に参加していました。

支部の活動としてチーム戦に力を入れていましたので実業団対抗戦の活動について記述します。

実業団対抗戦はダブルスとシングルスを組みわせたチーム戦です。

チームは女子が２シングルス、１ダブルス、男子が２ダブルス、３シングルスで勝ち数の多いチームが勝者と

なります。トーナメント戦か年間リーグ戦です。

１リーグ６チームなどで成績上位チームが上位リーグに昇格、成績下位チームは下位リーグに降格します。

秦野市大会の成績上位チームは神奈川県のＢ級大会に出場し、優勝すると翌年からＡ級リーグ戦に参加します。

女子チームは秦野市大会で優勝、神奈川県大会でも優勝して関東大会出場の実績があります。

男子チームは昭和５６年（１９８１年）に平塚市テニス協会の実業団対抗戦で優勝、

昭和５７年（１９８２年）に神奈川県のＢ級大会で優勝して以後１チームがＡ級大会で活動を始め、

平成元年度（１９８９年）は３部で優勝して平成２年度（１９９０年）は２部（６位、３部降格）の実績を残し、

平成２１年度（２００９年）９部６位でＢ級に降格するまでメンバーを変えながら２７年間活動しました。

現在はメンバー不足で秦野市テニス協会の実業団対抗戦に参加していません。

日立製作所の秦野地区の事業規模縮小に伴い支部の会員数は減りましたが、テニスの好きな会員の活動は

今後も続きます。秦野市テニス協会が益々発展し、当支部の会員を含めて多くの市民がテニスを楽しむことが

できることを願っています。

写真は令和元年度テニス部ＯＢ会の様子です。

テニス協会を立ち上げた人、役員として発展させた人、競技に参加した人などです。
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支部名 ：島津製作所秦野硬式テニス部 
 
代表者名：吉見聡 
 
部員数 ：男子７名、女子２名 
 
支部紹介： 
（１）支部履歴 

当クラブは、1992 年にテニス活動を開始し、1993 年 5 月に秦野硬式テニス部と
して発足し、現在 29 年目を迎えています。2000 年頃は部員も 40 名ほどになり、
秦野市実業団テニスリーグで好成績を収め、神奈川県実業団対抗テニス大会に出
場するなど活発な活動を経て、現在は少人数で活動を行っています。 

（２）支部活動 
     不定期ですが、土・日・祝日に家族も一緒に集まって楽しく活動を行っています。

また、天候が良い時は、夏季期間は就業後に、春秋期間は昼休みにテニスを楽しん
でいます。 

     団体戦はメンバーが足りないため参加できていませんが、秦野市個人戦等には
継続して参加しています。 
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サプライズ 

 

代表者 大佐田常数 

部員数 男子 26 名 女子 23 名 合計 49 名 

 

サプライズは現在 49 名の会員が登録されています。 

中高年が多いですが、各大会に意欲的に参加し、素晴らしい

結果を出されております。 

和気あいあいとしたクラブで楽しみながら、皆さんテニスを

しておられます。 

本年度においては、ねんりんピック岐阜２０２１に神奈川県

代表として監督、選手を派遣しております。 
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 ＢＥＡＴ ＴＥＮＮＩＳ ＣＬＵＢ    代表者：篠原 正義  

 
 
 クラブ員数（クラブ会員、スクール会員数） 
男性：５０名 
女性：５０名 
ジュニア：４０名 

 
当クラブは、自然豊かな中井町境に設立して１４年目を迎えました。足柄上地

区はもちろんのこと、秦野や小田原、大磯と幅広い地域の方々に利用していただ
いております。クラブ会員のほか、大人・ジュニアのスクールもあり、レベルに
よるクラス分けをして、誰もが楽しくレッスンを受けられるよう取り組んでい
ます。特に、ジュニアは数々の選手が公式戦で優秀な成績を収めています。大人
の方も、全国レベルで活躍されるクラブ会員の方々や、各レッスンを経て様々な
試合にチャレンジしている方々など、当クラブを経由して楽しくテニスをされ
ています。 
これからも当クラブは親睦と磨き合いを大切にして、テニスを愛する皆さんの
今と未来をサポートしていきます。 
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秦野市テニス協会組織図
秦野市テニス協会規約

Ⅳ. 組織と規約
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秦野市テニス協会規約 
 
 

１． 総則 
１．１（名 称） 
    本協会は、｢秦野市テニス協会｣と称し､神奈川県テニス協会に所属する秦

野市唯一のテニス団体である。 
１．２（事務局） 
    本協会の事務局は､秦野市内において、会長が指定した場所に置く。 

２． 目的及び事業 
２．１（目 的） 
    本協会は、各支部を統括しテニスを通じて、健康を増進し、人格を高め、

会員相互の親睦を高め、技術の向上に努める。また、秦野市におけるテニ

スの普及発展に努める。 
２．２（事 業） 
    本協会は、２．１の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１） 本協会主催の各種大会の開催と他地区協会主催大会への選手派遣 
２） テニスの振興普及と指導奨励 
３） その他、本協会の目的達成のために必要な事業 

３． 組織及び資格 
３．１（組 織） 
    本協会は、次の各支部を持って組織する。 
    １）実業団支部  ： 市内所在の企業および官公庁事業所のテニス部 
    ２）サークル支部 ： 秦野市民および近隣市町村在住者によるテニス 

サークル 
３．２（新規登録） 

          新規に入会を希望する部またはサークルは、支部名、所在地、会員名簿、

理事（代表者）をもって当協会事務局に申請し、常任理事会の承認を得、

指定された期日までに年会費を納入する。 
          当該年度の入会受付は、前年度３月より当年度１２月までとする。 

  ３．３（更新登録） 
      支部更新登録は、毎年４月 1 日～５月中旬の期間とする。支部名、所在地、

会員名簿、理事（代表者）を登録し、所定の期日まで年会費を納入する。 
止むを得ずに中途で活動を停止する場合は、速やかに事務局へ届けなけれ

ばならない。 
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４． 役員 
４．１（役 員） 
    本協会に、次の役員を置く。 
    会長  １名  副会長 ２名  理事長 １名  副理事長 ３名 
    事務局長１名  会計  １名  監事２名  常任理事若干名 
    顧問 若干名  名誉会長 1 名  

上記役員以外に、本協会の各種委員会における委員を置くことが出来る。 
また、（県）テニス協会、及び（公財）秦野市スポーツ協会に対し理事や

評議員を派遣することができる。 
  ４．２（役員の職務） 
      役員は、責任をもって次の任務を遂行する。 

１） 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。 
２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行

する。 
３） 理事長は、会長の命を受け、本協会の業務遂行を統轄する。 
４） 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その任務

を代行する。 
５） 常任理事は、理事長・副理事長を助け、本協会の業務遂行に当たる。 
６） 事務局長は、本協会の事務局を代表し、副理事長として理事長を補

佐する。 
７） 会計は、本協会の会計を担当する。 
８） 監事は、本協会の会計の状況を監査する。また、常任理事会に出席

し、必要に応じ意見を述べ、総会に会計監査結果を報告する。 
９） 名誉会長は常任理事会等に出席し、必要に応じて意見を述べること

ができる。 
１０）顧問は、本協会の会務を後援する。 

  ４．３（役員の任期） 
      役員の任期は、２年とする。但し、再任することが出来る。 
      尚、役員に欠員を生じたときには、補充することができ、その任務は、前

任者の残任期間とする。 
  ４．４（役員の選出方法） 
      役員の選出方法については、次の通りとする。 

１）会長および副会長は、常任理事会において推薦をうけ、総会で承認を

得る。 
２）会長は、若干支部に常任理事支部を委嘱し、総会で承認を得る。各常
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任理事支部は常任理事を１名常任理事会に派遣する。 
      ３）監事は、会長が推薦し、総会の承認を得る。 

４）理事長・副理事長・事務局長は、常任理事会の互選により選出する。 
        常任理事が理事長および副理事長に選出された場合、当該常任理事支部

は新たに常任理事を派遣することができる。 
       ５）会計は、理事長が推薦し常任理事会の承認を得る。 
       ６）事務局員は、事務局長が推薦し、常任理事会の承認を得る。 

７）名誉会長は、常任理事会が推薦し、会長が委嘱する。 
８）顧問は、常任理事会が推薦し、会長が委嘱する。 

５． 機 関 
５．１（総 会） 
    本協会に、その最高議決機関として重要事項の審議決定及び会務達成の為

に総会を設ける。 
５．２（総会の開催） 

１） 協会役員及び各支部代表者（理事）によって構成する。 
２） 原則として年１回開催し、各支部代表者（理事）の過半数の出席を

もって成立する。 
３） 議決権は、各支部代表者（理事）にあり、過半数の同意により決議

される。 
  ５．３（常任理事会） 
      本協会に会務の円滑な運営に当たるため常任理事会を設ける。 
  ５．４（常任理事会の開催） 
      １）会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、各種委員会の委員長、

会計、監事、及び事務局をもって構成する。 
      ２）必要に応じて会長が召集し、理事長が開催する。 
      ３）構成人員の過半数の出席で成立し、議決には出席者の過半数の同意を

必要とする。 
  ５．５（各種委員会） 
      本協会の円滑な業務遂行のため、常任理事会の下部組織として大会委員会、

普及委員会、実業団委員会、を設ける。 
  ５．６（各種委員会の開催） 
      １）各種委員会の委員長、副委員長は、常任理事会において協会員の中か

ら選出する。 
      ２）各種委員会は、必要に応じ委員長が召集し業務の推進にあたる。 
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６．会 計 
  ６．1（経 費） 

        本協会の経費は、会費、大会参加料、補助金及び雑収入などによって支弁

する。 
    ６．２（会 費） 
        会費は、次の通りとし、毎年これを徴収する。 
        年会費 ＝「支部固定費（１０,０００円）＋支部会員数×２００円」 
        但し、追加登録会員の当該年度の会費は、４００円／１人とする。追加登

録とは、更新期間中以外の任意の時期における会員登録を言う。 
    ６．3（大会参加料） 
        １）大会参加料は、常任理事会が決定する。 

２）協会員限定の大会（クローズド大会）の場合、参加者はいずれかの支部

に会員登録されてなければならない。 
３）本協会主催のオープン大会の場合、登録会員と一般参加者で異なる参加

料を徴収することができる。 
    ６．４（会計年度） 
        会計年度は、毎年４月１日～翌年３月３１日までとする。 
    ６．５（決 算） 

              本協会の予算及び決算は、総会に諮りその承認を受けなければならない。 
        ７．付 則 
          ７．１（規約の改廃） 
              本規約の改廃については、理事長が起案の上、総会が決定する。 
          ７．２（上部団体への加盟） 

    本協会は、（公財）秦野市スポーツ協会に加盟し、同協会の依頼により理事

候補者、および評議員候補者を推薦することができる。 
    ７．3（諸費用支給） 

    本協会は、役員及び協会の関係する事業に携わる関係者に対し、諸費用を支

給する。（詳しくは、別途細則によるものとする） 
7．4（制定及び改定） 
    本規約は、１９８９年に制定、１９９５年３月改定 
    １９９８年３月１４日改定（１９９７年に遡り実施） 
    ２０００年３月２５日一部改定 
    ２００７年 3 月２４日一部改定 
    ２０１７年３月２６日一部改定 
    ２０２０年３月２２日 5.6 項－1 改定（各種委員会の委員を削除する） 
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５０周年記念事業実行委員会 

 

実 行 委 員 長     小清水 孝 
 

副 委 員 長      降旗  淳 
 

式典・表彰者選考委員       山口 和人、谷垣 博司 

               佐藤 則子、内川 洋子 
 

イ ベ ン ト 委 員     高西 美幸、山本  洋 

              大湊  毅、木森 貴俊 

              横山 浩樹、大佐田常数 

              近藤  康 
 

広 告 ・ 協 賛 委 員    降旗  淳、今福 春夫 
 

記 念 誌 委 員    小清水 孝、正岡 義海 

              北村  栄、安藤 奉夫 
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編 集 後 記 

 

 平成１３年度に、創立３０周年記念として、グランドホテル神奈中秦野

にて記念式典、おおね公園テニスコートにて柳昌子プロによるテニスクリ

ニックのイベント、更に記念誌の発行を行いました。 

 平成２３年度に、創立４０周年記念として、「プロテニスプレーヤーの杉

山 愛」様を迎え、トークショーを秦野市文化会館で実施しました。今回

も、創立５０周年記念事業に参加できたことは大変光栄に思います。 

実施に当たっては、３０周年記念と同様に、「式典・表彰担当」、「イベン

ト担当」、「広告・協賛担当」、「記念誌担当」、の４つの準備委員会を設け、

進めてきました。記念誌担当は、４名です。 

 創立３０周年の時とは、世界・日本の状況が著しく異なりました。令和

元年１２月の新型コロナウイルス感染症です。令和２年度、令和３年度と

感染が広がり、予定した打合せが出来ずにまとめ上げるには大変難しい状

況下でしたが、今回５０年分の記録をすべてデータファイルに残し、なん

とか小冊子を作ることが出来ました。 

本年度には、２０２０東京オリンピック・パラリンピックが１年遅れて

開催（令和３年７月～９月）されました。その中で日本を代表するテニス

選手として、大坂なおみ選手、錦織圭選手、国枝慎吾選手、上地結衣選手

と世界が注目する選手が活躍されました。 

特にパラリンピックでは、国枝慎吾選手が車いすテニス男子シングルス

で金メダル、また上地結衣選手が日本女子初の女子シングルスで銀メダル、

女子ダブルスでは銅メダルの栄に輝き、多くの人に勇気と希望を与えてい

ます。選手の活躍により、テニス人口が増えればと期待します。 

 最後に、編集に当たり、関係各位殿のご協力に対して、心からお礼申し

上げます。この小冊子が、今後の活躍に繋がれば光栄に思う次第です。有

難うございました。 

令和４年２月  

記念誌担当 安藤 奉夫 
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秦野市テニス協会５０周年記念誌 

 

＜発行日＞ 令和４年２月１９日 

＜発  行＞ 秦野市テニス協会 

       会長  小清水  孝 



ハード・砂入り人口芝・クレーのすべてのサーフェースのコート10面、また、

寛ぎのクラブハウスを有するリゾート設計のテニスクラブ。

クラブとスクールを併設し、ゆったり広々した空間の中で様々なスタイルのテニスライフ

が楽しめます。

親睦イベントや、各種大会も開催中。

スクールでは、アメリカ式テニススタイルを主軸とし、広いコートで沢山のボールを打つ

ことができます。

経験者はもちろん、初心者やもう一度じっくりテニスを始めたい方は最適です。

また、初めてでも楽しめるジュニアから、選手を目指すプログラムも用意しております。

クラブ・スクール体験随時受付中
秦野市千村5-21-1

秦野インドアテニス 富士見町６-３４ ☎ 0 4 6 3 - 7 9 ‐ 9 5 1 1

トムＨＰ
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