
平成29年度事業報告
国分寺市テニス連盟

1  第33回東京都市町村対抗女子テニス大会（ダブルス5組）
平成29年3月28日 昭和の森テニスセンター
Dブロック予選リーグ 
国分寺市1-4狛江市　　国分寺市2-3立川市 ブロック3位で予選敗退

2 第19回東京都チャンピオンシップ
平成29年4月15日 昭和の森テニスセンター
女子シングルス飯塚玲奈　１回戦　男子シングルス相原宣宏　2回戦　男子ダブルス毛呂・西村WO

3  国分寺市テニス連盟主催テニス大会 
平成29年4月9日から  国分寺市営戸倉第1・第2テニスコート
壮年シングルス
優勝 遠藤誠司　準優勝　原啓一  3位　 高橋学　
グランドシングルス
優勝 石橋冨士男　準優勝 小泉昇治 3位 小泉徳男
男子シングルスA
優勝 川上賢治　準優勝 毛呂賢一　3位 小林勇樹
男子ダブルス
優勝 本間　隼・中林 直規 準優勝 毛呂賢一・木塚 佳嗣3位阿部 航平・上松 朋生
ミックスダブルス
優勝浅井 優介・今永 沙貴　準優勝　毛呂 賢一・田所 照美　3位　関　峰伸・竹田菜穂子
グランドミックスダブルス
優勝 原　啓一・秋澤 恵子　準優勝　石橋富士男・宇佐見久美子  　３位　柴山かおり・山本 俊郎
女子シングルス
優勝　 飯塚玲奈  準優勝　佐伯真佐子　3位 林　露子
ジュニア男子シングルス
優勝　木村 一翔　 準優勝　松本 煌輝 ３位　平木光太郎
ジュニア女子シングルス
優勝 石井 美咲　準優勝　藤岡 美紗3位　福田 雛梨
女子ダブルス
優勝　内山 純子・佐伯真佐子　準優勝　蓑部麻里子・藤原裕美子　3位　桝渕 美佐・松平 慶子
壮年ダブルス
優勝 本多 裕之・遠藤 誠司 準優勝 高橋 敏彦・小宮 聡明　3位　田所 道生・藤田 温史
グランドダブルス
優勝 石橋富士男・川村千代見　準優勝　中林 賢一・鹿島 岳志　3位　神谷　武・中山 悟
男子シングルスB
優勝　山田 信康　準優勝　大竹　順　３位内山 元気

4  第70回都民体育大会春季大会
平成29年5月21日有明テニスの森公園
女子1回戦1-2（東村山市）
男子1回戦 国分寺市1-2（太田区）

5 第37回市町村対抗テニス大会（太田杯）
平成29年7月23日（日）昭和の森テニスセンター
1部　 １回戦　国分寺市4-3稲城市

２回戦　国分寺市2-5西東京市



6 第51回市民大会
男子シングルスB 優勝 打越　陽介（FTC）
参加51名 2位 浅見　仁晴（国立GH）

3位 稲生　勇大（FTC）　
壮年ダブルス 優勝 本多　裕之（立川TC）　遠藤　誠司（立川TC）
参加18名 2位 小宮 聡明（FTC）・髙橋 敏彦（FTC）

3位 高橋 　学（FTC）・由井 伸一（FTC）
グランドダブルス 優勝 鹿島　岳志（立川TC）・高須賀　哲夫（立川TC）
参加34名 2位 麻生 照夫（イーグルス）・高橋 房男（イーグルス）　

3位 石橋　冨士男（立川TC）・原　啓一（立川TC）
女子シングルス 優勝 飯塚　玲奈（FTC）
参加17名 2位 竹田菜穂子（ノア）

3位 佐伯　真佐子（立川TC）
ジュニアシングルス 優勝 川崎　幹大（3中）
参加23名 2位 松本　煌輝（早実小）

3位 小林　司（スポ少）　
ジュニア女子シングルス 参加者不足により中止

参加（3名）は男子に組み入れジュニアシングルスへ
女子ダブルス 優勝 田所　照美（ルネサンス）・佐伯　真佐子（国立GH）
参加者74名 2位 吉永　三奈子（チェリーズ）・神野　麻里（FTC）

3位 桝渕　美佐（ABC）・松平　慶子（ABC）
壮年シングルス 優勝 高橋　敏彦（FTC）
参加31名 2位 牛尾　国生（FTC）

3位 田所　道生（ルネサンス）
グランドシングルス 優勝 石橋　冨士男（立川TC）
参加21名 2位 鹿島　岳志（立川TC）

3位 広田　茂雄（国立GH）
男子ダブルス 優勝 西野 佑一（ルネサンス）・西村　仁（FTC）
参加者66名 2位 菊池　祥平（ルネサンス）・末松　悠翔（ルネサンス）

3位 阿部　航平（ノア）・下ノ本　孝之（ノア）
ミックスダブルス 優勝 松岡　真（FTC）・須⾧ 千尋（FTC）
参加54名 2位 毛呂　賢一（国立GH）・田所　照美（ルネサンス）

3位 永坂　知也（国立GH）・高村　繁美（国立GH）
壮年ミックスダブルス
参加16名 優勝 石橋　冨士男（立川TC）・佐藤　典子（立川TC）

2位 中山　悟（立川TC）・広原　新子（立川TC）
3位 雑賀　功一（国立GH）・多羅尾　由里子（ビューハイツ）

男子シングルスＡ 優勝 西野 佑一（ルネサンス）
参加57名 2位 末松　　悠翔（ルネサンス）

3位 佐々木　悠（ルネサンス）

7 東京都ジュニア育成事業　ジュニアテニス講習会
参加者81名 筑波大学　三橋大輔監督　他テニス連盟役員　スポーツ少年団

戸倉第2コートで１日講習会実施



8 東京都ジュニア育成事業　ジュニアテニスオープン大会
平成30年1月14日（日）戸倉第2コート　参加者40名
男子シングルス 優勝 仲野　心　八王子みなみの中

2位 松本　煌輝　早実初等部
3位 和田　悠冴　稲城3中　山口　翔宇　国分寺3中

女子シングルス 優勝 矢口　絢菜　立川南砂小
2位 伊藤　彩葉　立川９中
3位 吉田　早希　小平上宿小　杉本　帆南　立川9中　

9 東京都シニア事業　シニア講習会
平成30年1月28日（日）　戸倉第1コート
筑波大学テニス部監督　三橋大輔監督他1名　指導の下　参加者24　名　半日講習実施

10 東京都市町村選手権
平成30年3月4日（日）　昭和の森テニスセンター　2/4（日）は降雪の影響で延期
男子シングルス 末松　悠翔
女子シングルス 飯塚　玲奈
男子ダブルス 西村　仁・西野　佑一
女子ダブルス 田所　照美・佐伯　真佐子
壮年ダブルス 高橋　敏彦・小宮　聡明

11 全日本都市対抗
45歳以上ダブルス 優勝 東京都のメンバーとして西村　仁選手が活躍



国分寺市テニス連盟

1  第34回東京都市町村対抗女子テニス大会（桜トーナメント）

平成30年4月3日（火） 昭和の森テニスセンター （女子ダブルス5組）

2 第23回東京都チャンピオンシップ

平成28年4月15日（日）昭和の森テニスセンター

3  国分寺市テニス連盟主催テニス大会 4月から5月　戸倉第1・第2コート

4  第71回都民体育大会春季大会

平成30年5月20（日）５月26（土）27（日） 昭和の森テニスセンター

5 レディース大会

平成30年5月15日（火）戸倉第2コート

6 第38回東京都市町村対抗庭球大会（太田杯）

平成30年7月22日（日） 昭和の森テニスセンター

2部 ダブルス７組（男子・女子・壮年・ミックス）

7 平成30年度都民生涯スポーツ大会（スポレク大会）

平成30年9月1日 （個人参加 案内のみ）

8  第22回東京都グランドベテラン大会

本年は中止

9 第53回国分寺市市民大会（テニス競技） 

平成30年8月26（日）から 国分寺市営戸倉第1・第2テニスコート

10 第19回100歳ミックスダブルス大会（個人参加 案内のみ）

平成30年10月14日（日）昭和の森テニスセンター

11 東京都ジュニア育成推進事業 ジュニアテニス講習会

平成30年11月11日 （日）戸倉第2テニスコート 

12  東京都ジュニア育成事業 第12回国分寺市ジュニアオープンテニス大会

平成31年1月13日 （日）戸倉第2テニスコート 

13 シニア講習会

平成31年1月27日 （日）戸倉第1テニスコート 

14  第23回東京都市町村テニス選手権大会

平成31年2月　昭和の森スポーツセンター

平成30年度事業計画（案）


