
第４９回

小田原テニス選手権（単）

２０２０年１０月３日（土）開始

　参加初日に、必ず会場で参加費をお支払いください。

　　コロナ対策として、試合参加当日朝に体温を測定し、

　　毎日、参加確認票の記入・提出をお願いします。

主催 小田原テニス協会

http://www.odawara-ta.org/

後援 小田原市体育協会
南足柄市
大井町教育委員会

協賛 （株）ダンロップスポーツマーケティング

（株）ラケットや



大会委員長 岩本　良則

大会副委員長 八田　迪男 鈴木　武夫

大会顧問 岸本　正彦

ト－ナメントディレクタ－ 岩本　良則

レフェリー 高尾　俊之

アシスタントレフェリー 田中　邦男 小橋　創一 佐藤　琢也

役　員 岸本　匡美 杉山　正洋 日比野　徹 米澤　孝男

服部　孝文 所　眞人 浅野　薫 林田　厚子

児玉　雅彦 手島　和子 鳥海　道江 山﨑　和真

太田満里子 福地　智典 横山　裕 内田　明男

五十田智丈 草山　知美 池田　淳 石井　雅彦

井上　和明 渡辺　光康 松藤佐和子

大会 日程（年によって多少変動します）

小田原オープンベテランテニス選手権大会 3月

小田原テニス選手権大会（複） 5月

小田原テニス選手権大会（混合） 7月

小田原ジュニアテニス選手権大会（単） 8月

小田原サマーオープンダブルス大会 8月 オープン（ベテランの部は、JOP大会）

○ 小田原テニス選手権大会（単） 10月

小田原シニアダブルステニス大会 12月
協会加盟団体員及び
在住／在勤（ペアは当日決定）

 大会役員

 小田原テニス協会主催大会

協会加盟団体員
（ベテランの部は、JOP大会）

オープン（ベテランJOP大会）

協会加盟団体員及び
在住／在勤／在学

協会加盟団体員及び
在住／在勤／在学

協会加盟団体員及び
在住／在勤／在学（西湘地区）



　 　　　第４９回小田原テニス選手権（単）

注意事項 　※選手は、参加初日の出席を届ける前に　会場で参加費をお支払いください

１． 選手は日程表指定時刻の１０分前までに試合にはいれる状態で本部に出席を届けてください。
指定時刻まで届け出のない場合は棄権とします。（毎日出席の届けが必要です）

２． 各コートともに、雨天でも実施します。雨天でも定刻までにコートに一旦集合してください。

３． 一般男女の本戦、および年齢別種目は、トーナメント形式とし、３セットマッチ（６ｹﾞｰﾑｵｰﾙでﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）とします。
３人／種目の場合は、リーグ戦とします。
(コート状況などにより、試合方式を変更する事があります。)
・セットブレーク方式を採用します。各セット１ゲーム終了後の休憩はありません。ただちにエンド交代します。
・３ゲーム目終了後から、奇数ゲーム終了後のエンド交代時は、90秒以内の休憩が認められます。
・セット終了後は120秒以内の休憩が認められます。休憩後、前のセットの合計ゲーム数が奇数の場合は
　エンドを交代し、偶数の場合はエンドを交代せずに次のセットを開始します
・全試合ノーアドバンテージ方式を採用します。デュースの場合サービスサイドはレシーバーが決定します。

４． 一般男女の予選はリーグ戦とし、当日のリーグ内出場人数によって以下の試合方式および試合順とします
(ただしコート状況などにより、試合方式を変更する事があります。)
・全試合ノーアドバンテージ方式を採用します。デュースの場合サービスサイドはレシーバーが決定します。

　４人／リーグの場合 ３人／リーグの場合 ２人／リーグの場合
試合方式 １ｾｯﾄﾏｯﾁ（6-6でﾀｲﾌﾞﾚｰｸ） ８ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｾｯﾄ(8-8でﾀｲﾌﾞﾚｰｸ） ３ｾｯﾄﾏｯﾁ（各ｾｯﾄ6-6でﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）
試合順：第１試合 -1　vs　-2 -1　vs　-2 -1　vs　-2
試合順：第２試合 -3　vs　-4 -3　vs　（第1試合敗者）
試合順：第３試合 -1　vs　-3 -3　vs　(第1試合勝者）
試合順：第４試合 -2　vs　-4
試合順：第５試合 -1　vs　-4
試合順：第６試合 -2　vs　-3

（４人／リーグの場合、２面進行で行う場合があります）
・各ブロックの”-1”の方に、本部より進行表兼記録用紙と試合球を一括してお渡しします。
・全試合が終了したらブロック内１位の方が記録用紙と試合球を本部へ届けてください。

リーグ戦の順位決定方法（男女一般予選、および年齢別で、３人／種目の場合）
　①．ブロック内順位は「完了試合数」で決定します。
　　　（欠場、リタイヤした試合は完了試合とならない。その対戦相手は完了試合となる）
　②．完了試合数が同じ場合は、「勝率(勝ち試合数／全試合数）」で決定します。
　③．２人の勝率が同じ場合は、「対戦での勝利」で決定します。
　④．３人以上の勝率が同じ場合は、「取得セット率」で決定します。
　⑤．「取得セット率」が同じ場合は、「取得ｹﾞｰﾑ率」で決定します。
　⑥．「取得ｹﾞｰﾑ率」も同じ場合は、抽選で決定します。
本戦出場（男女一般）
　①．各ブロック１位の方が本戦に進みます。
　②．予選からの本戦出場のドロー位置は予選当日に抽選します。

５． 全試合セルフジャッジにて行います。但し決勝はＳＣＵが付く場合があります。
サーバーはゲーム開始時のゲームカウント、サーブ前のポイントカウントをしっかりコールし
レシーバーの確認を確実にとり混乱のないよう進めてください。
なお、ロービングアンパイアが巡回し、選手の不正確な判定をオーバールール、およびフットフォールト
のコールなどを実施する場合があります。（コートサイドに入る場合がありますので承知おきください。）

６． 試合球はダンロップフォート(イエロー)を本部より貸与します。

７． 試合前のウォームアップはサービス８本とします。

８． ウエアはテニスウエアを着用のこと。（ウエアのロゴについての制限は行いません）

９． 上記以外の競技ルールは、日本テニス協会テニスルールブック２０２０に準拠します。

１０． ゴミは各自で責任を持ってお持ち帰りください。（帰るとき、もう一度確認してください。）
また、テニスガーデン他、テニスコートでは指定外は禁煙ですので注意してください。

１１． テニスコート内は、テニスシューズ以外では立ち入り禁止です。

１２． 各会場の駐車スペースが不足していますのでご注意ください。
テニスガーデン駐車場が満杯の場合は信号の反対側のP3駐車場を使用してください。

ガーデン駐車場の開場前に、入口手前の道路での車の待機は禁止。
信号の反対側のP3駐車場をご利用いただくか、P3駐車場でお待ちください。

１３． 本大会上位入賞者は2020年度第70回神奈川県テニス選手権（シングルス）に協会より推薦いたします。

１４． 選手はレフェリー、大会本部の指示に従ってください。

１５． 日程を変更した場合は、小田原テニス協会ホームページに掲載します。

１６． 連絡先 Email：taikai-info@odawara-ta.org　（岩本、高尾、五十田）
TEL：080-3407-1880(テニス協会専用)



新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い

(1)２週間前から当日までに以下に該当する方は自主的に参加を見合わせてください。

　会場で以下に該当する事が判明した場合は、試合に出場せず会場から速やかに退出してください。

平熱を超える発熱がある方

咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がある方

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある方

嗅覚や味覚の異常を感じる方

体が重く感じる、疲れやすい等の症状のある方

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある同居家族や身近な知人に

　感染が疑われる方がいる場合

過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国地域

　等への渡航、または当該在住者との濃厚接触がある方

その他新型コロナウイルス感染可能の症状がある方

(2)大会に参加する方は当日「参加者確認票」に自宅で記入検温し受付に提出してください。

　　提出いただけない場合には参加をお断りします。

(3)大会会場では以下の事項を遵守してください。

会場で定められた感染防止対策規則に従ってください

を利用されている方は「コロナお知らせシステム」ポスターのQRコードを読込み

　システムに登録してください

既に厚生労働省「COCOAシステム」をインストール済の方はBluetoothをオンにしてください

こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をしてください

参加費支払い時、受付時は距離をおいて並んでください

観覧席では距離をおいて座り、大きな声での会話は慎んでください

試合中を除きマスクを必ず着用してください

ゴミ、空き瓶、空き箱等は必ずお持ち帰りください

自分の試合が終了したら直ちに会場から退出してください

(4)試合中は以下の事項を遵守してください。

試合中のマスク着用／非着用は個人の判断としますが、熱中症のリスクがありますので、

　息苦しさを感じたらすぐに外してください

対戦相手、ダブルスパートナーとできるだけ２ｍ以上の距離を確保してください

チェンジエンドやベンチでの休憩の際は２ｍ以上の距離の確保を心掛けてください

ラケット、ボール、自分のタオルなどプレイに必要なもの以外には手でふれないでください

つばや痰をはくことはひかえてください

試合の始めと終わりの挨拶は握手をせず、会釈のみとしてください

(5)開催日後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、あるいは発症した方の

　　濃厚接触者であることが判明した場合には、大会事務局まで速やかに報告してください。

(6)今後の感染拡大等のために大会開始後でも大会中止となる場合があることをご承知おきください

　　その場合には開始済の種目については参加費の返金は行わないことを基本方針とします。



参加者確認票

以下を自宅で記入検温し、参加当日に受付まで提出してください。

１．参加日 2020年 月 日

２．大会名 小田原テニス選手権（単）

会場（〇をつけてください）

小田原テニスガーデン、西湘スポーツセンター、南足柄市運動公園

３．氏名 年齢 才

住所 .

電話番号 .

４．参加当日の体温 ℃

５．２週間前から参加当日までの間に以下に該当する場合はチェックをしてください。

ひとつでも該当がある方は、参加を見合わせていただきますよう、お願いいたします。

□平熱を超える発熱

□咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

□だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

□嗅覚や味覚の異常

□体が重く感じる、疲れやすい等

□新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある

□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

□過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている

国地域等への渡航、または当該在住者との濃厚接触がある。

□その他気になる症状がある場合は、以下に具体的にお書きください

気になる症状など .

個人情報は、新型コロナウイルスの感染拡大防止以外の目的には使用いたしません。

本紙は、２週間経過後にシュレッダーにかけて廃棄いたします。



ベテランJOPポイント付与について

　本大会の年齢別種目に参加された、選手登録・プロフェッショナル登録済みの選手には、

　(財)日本テニス協会のベテランJOP 規定により、下記のポイントが与えられます。

第４９回小田原テニス選手権（単）　ベテランJOP配点表

参加者数

a b c d e 優勝 準優勝 Best4 Best8 Best16 Best32 初戦敗者

35歳以上S 不成立 ○ 65 45 3

40歳以上S 7 ○ 81 57 40 3

45歳以上S 10 ○ 92 65 45 31 3

50歳以上S 19 ○ 105 73 51 35 24 3

男 55歳以上S 14 ○ 92 65 45 31 3

60歳以上S 17 ○ 105 73 51 35 24 3

子 65歳以上S 13 ○ 92 65 45 31 3

70歳以上S 18 ○ 105 73 51 35 24 3

75歳以上S 8 ○ 81 57 40 3

80歳以上S 8 3

85歳以上S 不成立

35歳以上S 不成立 3

40歳以上S 不成立 ○ 0 0 0 #REF! #REF! 0 3

45歳以上S 7 ○ 81 57 40 3

50歳以上S 10 ○ 92 65 45 31 3

女 55歳以上S 3 ○ 65 45 3

60歳以上S 4 ○ 65 45 3

子 65歳以上S 不成立

70歳以上S 不成立

75歳以上S 不成立

80歳以上S 不成立

85歳以上S 不成立

注 　①表中「a」は33ドロー以上、「b」は17～32 ドロー、「c」は9～16 ドロー、「d」は5～8 ドロー、「e」は3～4 ドロー

　②３ドローの場合は、ラウンドロビンにより順位を決定し、１位、２位には優勝、準優勝の得点を与える。

３位には初戦敗退のポイントを与える

　③初戦敗者とは初回戦がbyeで２回戦で敗れた場合も含む

　④ウォークオーバー（Ｗ．Ｏ）の場合、勝者は配点表のポイントが与えられる。

本大会のシード順位について
本大会のベテラン種目のシード順位は、以下の順としております

　①昨年同大会のベスト４以上の実績（８ドローは準優勝まで、４ドロー以下は優勝のみ）

　②（OTPのベテラン種目全年代合計）＋（JOPポイント÷10）　　のポイントの高い順

　　注１　OTP（小田原テニスポイント）：小田原テニス選手権（単）の過去３年間の戦績による

累積ポイント。種目・年齢区分別にポイントが付与されています。

　　注２　JOPポイント÷10：計算結果をさらに１０の位で四捨五入しています。

基準 選手に与えられるJOPポイント



月/日 １０／３(土） １０／４（日） １０／１１（日）

男子一般予選
男子 9:00 ９～１２ブロック 予備日
予選 9:30 １３，１４，１６ブロック
(16) 11:30 １５ブロック

男子一般本戦
9:00 １R １～１６

男子 9:30 １R １７～３２
本戦 以下２Ｒ
(32)

女子一般予選
女子 9:00 ５～８ブロック
予選 9:30 １～４ブロック
(8)

女子一般本戦
女子 10:30 １Ｒ １～１６
本戦 以下QF
(16)

男子 12:30 １R ３～８
４０才
(7)
男子 13:30 １R ３，４，１３，１４
４５才
(10)
男子 12:00 １R ３,４,１１,１２,２９,３０
５０才
(19)
男子 13:30 １R ３～１４
５５才
(14)
男子 12:00 １R ３，４
６０才
(17)
男子
６５才
(13)
男子
７０才
(18)
男子
７５才
(8)
男子
８０才
(8)
女子 13:00 １R ３～８
４５才
(7)
女子 13:30 １R ３、４、１３、１４
５０才
(10)
女子 9:30 RR-1 １～２
５５才 10:30 RR-2 ３
(3) RR-3 続き
女子 13:30 １R １～４
６０才
(4)

男子一般予選
9:00 １～４ブロック

男子一般予選
9:00 ５～８ブロック西湘

スポーツセンター

南足柄市
運動公園

小田原
テニスガーデン

日程表－１



月/日 １０／１２（月） １０／１３（火） １０／１４（水）

男子
予選
(16)

男子
本戦
(32)

女子
予選
(8)

女子
本戦
(16)

男子
４０才
(7)
男子
４５才
(10)
男子
５０才
(19)
男子
５５才
(14)
男子
６０才
(17)
男子 10:30 １R ３～１０、１３，１４ 10:30 ＱＦ １～１６ 10:30 ＳＦ １～１６ 9:00 Ｆ １～１６
６５才
(13)
男子 9:00 １R ３，４，２９，３０ 9:00 ２Ｒ １～３２ 9:00 ＱＦ １～３２ 9:00 ＳＦ １～３２
７０才
(18)
男子 9:00 １R １～８ 11:00 ＳＦ １～８ 10:30 Ｆ １～８
７５才 予備日
(8)
男子 12:00 １R １～８ 11:00 ＳＦ １～８ 10:30 Ｆ １～８
８０才 予備日
(8)
女子
４５才
(7)
女子
５０才
(10)
女子
５５才
(3)
女子
６０才
(4)

西湘

スポーツセンター

南足柄市
運動公園

テニスガーデン
小田原

１０／１５（木）

日程表－2



月/日 １１／１（日）

男子
予選
(16)

男子一般本戦 男子一般本戦
9:00 ＱＦ １～３２ 10:30 Ｆ １～３２

男子
本戦 以下ＳＦ
(32)

女子
予選
(8)

女子一般本戦
女子 10:30 SF １～１６ 予備日
本戦
(16) 以下Ｆ

男子 12:00 SF １～８ 13:30 Ｆ １～８
４０才 予備日
(7)
男子 14:30 ＱＦ １～１６ 12:00 ＳＦ １～１６ 10:30 Ｆ １～１６
４５才
(10)
男子 9:00 ２Ｒ １～３２ 9:00 ＱＦ １～３２ 9:00 ＳＦ １～３２
５０才 以下Ｆ
(19)
男子 12:00 ＱＦ １～１６ 12:00 ＳＦ １～１６ 10:30 Ｆ １～１６
５５才
(14)
男子 10:30 ２Ｒ １～３２ 10:30 ＱＦ １～３２ 9:00 ＳＦ １～３２
６０才 以下Ｆ
(17)
男子
６５才 予備日 予備日 予備日
(13)
男子 9:00 F １～３２
７０才 予備日 予備日
(18)
男子
７５才 予備日 予備日 予備日
(8)
男子
８０才 予備日 予備日 予備日
(8)
女子 12:00 ＳＦ １～８ 13:30 Ｆ １～８
４５才 予備日
(7)
女子 13:30 QF １～１６ 13:30 SF １～１６ 10:30 Ｆ １～１６
５０才
(10)
女子
５５才 予備日 予備日 予備日
(3)
女子 13:30 Ｆ １～４
６０才 予備日 予備日
(4)

全種目
予備日西湘

スポーツセンター

南足柄市
運動公園

小田原
テニスガーデン

１０／２５（日）１０／１６（金） １０／１７（土） １０／１８（日） １０／２４（土）

日程表－3



一般男子シングルス （予選－１）

１．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

79 -1 坪井　靖紀 オレンジヒルテニスクラブ

54 -2 新城　大樹 足柄ローンテニスクラブ

41 -3 村井　大午 富士フイルム足柄

62 -4 真鍋　颯太 神奈中テニススクール

２．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

77 -1 高橋　和哉 オレンジヒルテニスクラブ

4 -2 別府　篤 富士フイルム小田原

60 -3 溝江　大我 富士フイルム宮台

20 -4 横山  昌明 クボタケミックス

３．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

3 -1 呉地　良太 南足柄市役所硬式テニス部

30 -2 齋藤　智晴 L&Mテニスクラブ

31 -3 山本　雅禎 日立小田原

59 -4 佐藤　綾人 富士フイルム宮台

４．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

22 -1 原　俊清 健楽園テニスクラブ

67 -2 田中　秀吾 開成グリーンテニスクラブ

49 -3 向　良平 Ｔｅａｍ　Ｍ

26 -4 猪瀬　将司 ソルト

５．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

42 -1 泉　泰之 富士フイルム足柄

2 -2 山口　哲 ＨＴＣ

21 -3 榎本 晃 クボタケミックス

69 -4 李　明旭 鴨宮テニスクラブ

６．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

11 -1 馬上　耕平 城北クラブ

10 -2 仙波　大輔 アールベルグテニスクラブ

17 -3 香川 孝市 クボタケミックス

63 -4 内田　賢 開成グリーンテニスクラブ

７、ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

34 -1 加藤　博行 オレンジヒルテニスクラブ

28 -2 小泉　良平 ソルト

40 -3 石橋　悠介 エンドウテニススク－ル

16 -4 菅野 博文 クボタケミックス

８．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

75 -1 内田　雅樹 富士見テニスクラブ

18 -2 嘉屋 一樹 クボタケミックス

44 -3 小西　敏博 富士フイルム足柄

12 -4 湯浅　徹郎 エンドウテニススク－ル



一般男子シングルス （予選－２）

９．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

35 -1 鈴木　康之 健楽園テニスクラブ

68 -2 山本　崇史 鴨宮テニスクラブ

52 -3 佐藤　翔真 Ｔｅａｍ　Ｍ

56 -4 露木　薫平 南足柄市役所硬式テニス部

１０．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

50 -1 外池　智稀 Ｔｅａｍ　Ｍ

29 -2 林　雅人 ソルト

9 -3 竹本　順一 アールベルグテニスクラブ

13 -4 本村 健治 クボタケミックス

１１．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

45 -1 青木　直弥 フリーバード

6 -2 藤澤　道信 富士フイルム小田原

64 -3 佐々木　文洋 開成グリーンテニスクラブ

58 -4 石井　陽大 富士フイルム宮台

１２．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

57 -1 五十田　智丈 富士フイルム宮台

15 -2 多田 良昭 クボタケミックス

27 -3 山根　聖一郎 ソルト

5 -4 内山　仁由 富士フイルム小田原

１３．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

70 -1 山口　力 鴨宮テニスクラブ

39 -2 阿部　右京 エンドウテニススク－ル

48 -3 横山　洋一 Ｔｅａｍ　Ｍ

7 -4 草山　毅 BEAT TENNIS CLUB

１４．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

46 -1 齋藤　貴志 フリーバード

25 -2 大久保　良平 ソルト

14 -3 北　貴士 クボタケミックス

1 -4 高杉　貴寛 ＨＴＣ

１５．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

65 -1 辻田　和宏 開成グリーンテニスクラブ

53 -2 村山　奏翔 足柄ローンテニスクラブ

55 -3 保田　和泉 南足柄市役所硬式テニス部

24 -4 笹岡　道憲 ソルト

１６．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

74 -1 井出　諒太 富士見テニスクラブ

19 -2 斉藤  昌弘 クボタケミックス

66 -3 庄野　雄二 開成グリーンテニスクラブ

999 -4 　 　



一般男子シングルス （本戦）

１Ｒ ２Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ

　　シード順位
1. 村山　恭平(開成グリーンテニスクラブ) 8 5～8 秋山　勇輝(エンドウテニススク－ル)
2. 林　雄一郎(ライオン（株）) 17 松本　佳大(富士見テニスクラブ)
3. 高山　寛章(L&Mテニスクラブ) 25 萩原　水月(富士見テニスクラブ)
4. 青木　涼太(Ｔｅａｍ　Ｍ) 16 髙橋　裕昭(オレンジヒルテニスクラブ)

31 [予選]　 　

32 林　雄一郎 ライオン（株）

29 堀島　悠平 神奈中テニススクール

30 [予選]　 　

27 [予選]　 　

28 大沢　健 L&Mテニスクラブ

25 萩原　水月 富士見テニスクラブ

26 [予選]　 　

23 [予選]　 　

24 高山　寛章 L&Mテニスクラブ

21 髙橋　茂道 富士見テニスクラブ

22 [予選]　 　

19 [予選]　 　

20 成田　直史 L&Mテニスクラブ

17 松本　佳大 富士見テニスクラブ

18 [予選]　 　

15 [予選]　 　

16 髙橋　裕昭 オレンジヒルテニスクラブ

13 高橋　和彦 L&Mテニスクラブ

14 [予選]　 　

11 [予選]　 　

12 岸　翔 Ｔｅａｍ　Ｍ

9 青木　涼太 Ｔｅａｍ　Ｍ

10 [予選]　 　

7 [予選]　 　

8 秋山　勇輝 エンドウテニススク－ル

5 山本　恵士 富士フイルム足柄

6 [予選]　 　

3 [予選]　 　

4 勝俣　正信 オレンジヒルテニスクラブ

1 村山　恭平 開成グリーンテニスクラブ

2 [予選]　 　



一般女子シングルス （予選）

１．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 伊藤　弥和 南足柄テニスクラブ

-2 碓井　未奈 ジョイフル

-3 高城　清香 ソルト

２．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 志澤　明子 Ｔｅａｍ　Ｍ

-2 池田　織子 ジョイフル

-3 岡見　美恵 日立小田原

３．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 草山　知美 BEAT TENNIS CLUB

-2 内河　美紀 神奈中テニススクール

-3 田口　真希 ラ　スリーズ

-4 柴田　直子 ラ・メールテニススクール

４．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 青木　弥生 Ｒａｆａｅｌ 

-2 池田　明子 メランジュ

-3 阿部　麻衣子 ジョイフル

-4 朝倉　八恵子 Ｔｅａｍ　Ｍ

５．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 渡邉　仁菜 Ｔｅａｍ　Ｍ

-2 岡田　真紀 Ｒａｆａｅｌ 

-3 黒澤　晃子 ラ　スリーズ

-4 佐藤　聖子 ユピテル

６．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 浦野　千里 富士ゼロックス

-2 井出　璃々菜 Ｔｅａｍ　Ｍ

-3 長田　縁 大井町ファミリーテニスクラブ

-4 関野　愛子 BEAT TENNIS CLUB

７、ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 天野　実佳 アールベルグテニスクラブ

-2 菅野　愛渚 Ｔｅａｍ　Ｍ

-3 高屋敷　美弥子 神奈中テニススクール

-4 渡辺　はな ユピテル

８．ブロック

氏名 所属 -1 -2 -3 -4 完了試合 勝敗 得ｹﾞｰﾑ率 順位

-1 林　夏摘 BEAT TENNIS CLUB

-2 渡邉　菜優 Ｔｅａｍ　Ｍ

-3 鈴木　祐香　 ラ　スリーズ

-4 井上　清美 ソルト



一般女子シングルス （本戦）

１Ｒ QF ＳＦ Ｆ

　　シード順位

1. 古屋　日香留(ジョッキ－ズ) 17 5～8 　(　)

2. 神部　敦子(大井町ファミリーテニスクラブ) 25 　(　)

3. 乙山　新子(ラ・メールテニススクール) 16 神部　敦子(大井町ファミリーテニスクラブ)

4. 内川　洋子(ＵＮＯ) 8 仲村　奈保子(日立小田原)

1 古屋　日香留 ジョッキ－ズ

2 [予選]　 　

3 [予選]　 　

4 長谷川　奈緒子 富士見テニスクラブ

5 乙山　新子 ラ・メールテニススクール

6 [予選]　 　

7 [予選]　 　

8 仲村　奈保子 日立小田原

9 古屋　美智留 ジョッキ－ズ

10 [予選]　 　

11 [予選]　 　

12 内川　洋子 ＵＮＯ

13 荒井　祥子 Ｔｅａｍ　Ｍ

14 [予選]　 　

15 [予選]　 　

16 神部　敦子 大井町ファミリーテニスクラブ

優勝



４０才以上　男子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＳＦ Ｆ
1

2

1 - 中島　瑞希 アールベルグテニスクラブ

2 　 bye 　

3 - 李　明旭 鴨宮テニスクラブ

4 - 北 貴士 クボタケミックス

5 G0023552 湯浅　徹郎 エンドウテニススク－ル

6 - 笹岡　道憲 ソルト

7 - 嘉屋　一樹 クボタケミックス

8 G0022298 小川　和則 ラ・メールテニススクール

４５才以上　男子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ
1

3

4

2

1 - 大沢　健 L&Mテニスクラブ

2 　 bye 　

3 - 〆木　和弘 富士見テニスクラブ

4 - 遠藤　英徳 鴨宮テニスクラブ

5 G0023522 田中　大介 神奈中テニススクール

6 　 bye 　

7 　 bye 　

8 - 島津　祖令亜 アールベルグテニスクラブ

9 G0024099 齋藤　智晴 L&Mテニスクラブ

10 　 bye 　

11 　 bye 　

12 - 佐々木　文洋 開成グリーンテニスクラブ

13 - 園田　英史 日立小田原

14 - 五十田　智丈 富士フイルム宮台

15 　 bye 　

16 - 長尾　啓史 健楽園テニスクラブ



５０才以上　男子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ２Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ
1

5-8

4

5-8

5-8

3

5-8

2

3 - 本村　健治 クボタケミックス

4 - 鈴木　克宗 富士見テニスクラブ

1 G0016467 鈴木　康之 健楽園テニスクラブ

2 　 bye 　

7 　 bye 　

8 G0019280 石橋　浩一 アクア

5 - 中尾　浩 ＨＴＣ

6 　 bye 　

11 - 松浪　厚介 ソルト

12 G0018169 佐藤　広三 L&Mテニスクラブ

9 G0022740 有沢　恭吾 健楽園テニスクラブ

10 　 bye 　

15 　 bye 　

16 G0022373 大岡　聡 クボタケミックス

13 - 古川　仁崇 富士見テニスクラブ

14 　 bye 　

19 　 bye 　

20 - 中田　徹 クボタケミックス

17 G0021689 石井　学 健楽園テニスクラブ

18 　 bye 　

23 　 bye 　

24 G0023594 高橋　和彦 L&Mテニスクラブ

21 G0020625 山根　聖一郎 ソルト

22 　 bye 　

27 　 bye 　

28 - 山口　哲 ＨＴＣ

25 G0018392 米田　俊浩 健楽園テニスクラブ

26 　 bye 　

31 　 bye 　

32 - 高橋　和哉 オレンジヒルテニスクラブ

29 - 庄野　雄二 開成グリーンテニスクラブ

30 - 大谷　岳　 Ｔｅａｍ　Ｍ



５５才以上　男子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ
1

3-4

3-4

2

1 G0022483 原　俊清 健楽園テニスクラブ

2 　 bye 　

3 G0016070 土屋　博文 南足柄市役所硬式テニス部

4 - 伊藤　和正 クボタケミックス

5 - 坪井　靖紀 オレンジヒルテニスクラブ

6 - 西井　峰人 ＨＴＣ

7 - 奥津　信久 日本新薬(株)

8 - 榎本 晃 クボタケミックス

9 G0003277 殿塚　一奥 健楽園テニスクラブ

10 G0006159 勝俣　正信 オレンジヒルテニスクラブ

11 - 井出　収 富士ゼロックス

12 - 横山  昌明 クボタケミックス

13 - 斉藤  昌弘 クボタケミックス

14 - 内山　仁由 富士フイルム小田原

15 　 bye 　

16 G0021823 中家　勝彦 富士ゼロックス



６０才以上　男子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ２Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ
1

5-8

4

5-8

5-8

3

5-8

2

31 　 bye 　

32 G0016823 片岡　誠一郎 オレンジヒルテニスクラブ

29 - 今井　憲 Ｚｉｐ ＴＣ

30 　 bye 　

27 　 bye 　

28 G0024165 福本　秀隆 Ｔｅａｍ　Ｍ

25 G0011185 二見　一由 オレンジヒルテニスクラブ

26 　 bye 　

23 　 bye 　

24 G0023489 瀬戸　明 富士見テニスクラブ

21 - 山本　雅禎 日立小田原

22 　 bye 　

19 　 bye 　

20 - 阿部　哲也 八幡山ローンテニスクラブ

17 G0018246 内川　素良 ライオン（株）

18 　 bye 　

15 　 bye 　

16 G0021011 高橋　弘一 オレンジヒルテニスクラブ

13 - 辻田　和宏 開成グリーンテニスクラブ

14 　 bye 　

11 　 bye 　

12 G0024274 高橋　進 BEAT TENNIS CLUB

9 G0015419 二見　朗由 オレンジヒルテニスクラブ

10 　 bye 　

7 　 bye 　

8 G0017389 堀井　伸一 オレンジヒルテニスクラブ

5 - 内谷　和美 八幡山ローンテニスクラブ

6 　 bye 　

3 - 鈴木　政実 鴨宮テニスクラブ

4 - 遠藤　安土 富士見テニスクラブ

1 G0019606 深田　智昭 開成グリーンテニスクラブ

2 　 bye 　



６５才以上　男子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ QF ＳＦ Ｆ
1

4

3

2

1 G0009185 髙橋　裕昭 オレンジヒルテニスクラブ

2 　 bye 　

3 - 田中　弘彰 富士見テニスクラブ

4 - 市川　登 日本新薬(株)

5 G0022857 松本　和明 八幡山ローンテニスクラブ

6 - 別府　篤 富士フイルム小田原

7 - 三竹　博 健楽園テニスクラブ

8 G0024100 高嶋　豊 オレンジヒルテニスクラブ

9 G0021944 佐藤　均 BEAT TENNIS CLUB

10 - 菅野　博文 クボタケミックス

11 　 bye 　

12 G0020937 安波　昭一郎 オレンジヒルテニスクラブ

13 G0022408 大塚　直也 BEAT TENNIS CLUB

14 - 大内　学 八幡山ローンテニスクラブ

15 　 bye 　

16 G0011989 鈴木　武夫 足柄ローンテニスクラブ



７０才以上　男子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ２Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ
1

5-8

3

5-8

5-8

4

5-8

2

31 　 bye 　

32 G0000924 朝倉　伸行 オレンジヒルテニスクラブ

29 - 加藤　徹夫 八幡山ローンテニスクラブ

30 - 久保田　明彦 鴨宮テニスクラブ

27 　 bye 　

28 - 髙橋　正則 富士見テニスクラブ

25 G0021280 福島　修三郎 オレンジヒルテニスクラブ

26 　 bye 　

23 　 bye 　

24 G0018290 柳川　孝 オレンジヒルテニスクラブ

21 - 長尾　公俊 富士フイルム足柄

22 　 bye 　

19 　 bye 　

20 - 西村　芳貢 八幡山ローンテニスクラブ

17 G0020839 友野　史郎 足柄ローンテニスクラブ

18 　 bye 　

15 　 bye 　

16 G0000923 岩本　良則 小田原ガーデンテニスクラブ

13 - 杉田　芳彦 小田高テニス部ＯＢ会

14 　 bye 　

11 　 bye 　

12 G0015713 小泉　治宣 オレンジヒルテニスクラブ

9 - 西　洋三 健楽園テニスクラブ

10 　 bye 　

7 　 bye 　

8 G0020457 前田　春雄 オレンジヒルテニスクラブ

5 - 㮈村　記行 大井町ファミリーテニスクラブ

6 　 bye 　

3 - 鈴木　道男 オレンジヒルテニスクラブ

4 - 田中　邦男 開成グリーンテニスクラブ

1 G0020253 関野　訓 Ｚｉｐ ＴＣ

2 　 bye 　



７５才以上　男子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＳＦ Ｆ
1

2

7 - 八田　迪男 八幡山ローンテニスクラブ

8 G0017782 皆木　素行 大井町ファミリーテニスクラブ

5 - 武田　勲 アールベルグテニスクラブ

6 - 鈴木　明 鴨宮テニスクラブ

3 G0015485 田中　貢 富士フイルム小田原

4 - 永田　智一 開成グリーンテニスクラブ

1 G0016157 岸本　正彦 小田原ガーデンテニスクラブ

2 - 中尾　肇 鴨宮テニスクラブ

８０才以上　男子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＳＦ Ｆ
1

2

7 G0023636 菅谷　文雄 富士フイルム小田原

8 - 米谷　融 シャトル中井

5 G0022290 香川　猛 足柄ローンテニスクラブ

6 - 大沼　達正 八幡山ローンテニスクラブ

3 G0015402 岸本　公雄 大井町ファミリーテニスクラブ

4 - 安達　敏明 Ｚｉｐ ＴＣ

1 G0012222 平野　幸夫 開成グリーンテニスクラブ

2 G0020028 石井　文明 オレンジヒルテニスクラブ



４５才以上　女子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＳＦ Ｆ
1

2

7 - 黒澤　晃子 ラ　スリーズ

8 - 長谷川　奈緒子 富士見テニスクラブ

5 - 青木　弥生 Ｒａｆａｅｌ 

6 - 小林　知美 開成グリーンテニスクラブ

3 - 浦野　千里 富士ゼロックス

4 - 高城　清香 ソルト

1 L0019357 深津　祐美子 開成グリーンテニスクラブ

2 　 bye 　

５０才以上　女子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ
1

4

3

2

15 　 bye 　

16 - 榎本　尚子 ベルエールテニススクール

13 - 志村　和苗 アルバ

14 - 荒井　祥子 Ｔｅａｍ　Ｍ

11 　 bye 　

12 L0019662 仲村　奈保子 日立小田原

9 L0020020 小島　初美 フェニックス

10 　 bye 　

1 L0019333 乙山　新子 ラ・メールテニススクール

2 　 bye 　

3 - 鈴木　陽子 BEAT TENNIS CLUB

4 - 佐藤　幸子 ユピテル

5 - 山本　文江 Ｒａｆａｅｌ 

6 　 bye 　

7 　 bye 　

8 L0019720 柴田　直子 ラ・メールテニススクール



５５才以上　女子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属
1

順位石井　道子 秋山　玲子 井上　綾 完了試合 勝敗

1 L0012655 石井　道子 ベルエールテニススクール

2 - 秋山　玲子 富士ゼロックス

3 - 井上　綾 アルバ

６０才以上　女子シングルス

ｼｰﾄﾞ No 登録番号 氏名 所属 １Ｒ Ｆ
1

3 - 安波　郁子 ベルエールテニススクール

4 - 長田　縁 大井町ファミリーテニスクラブ

1 L0011534 芦谷　貴子 足柄ローンテニスクラブ

2 - 小泉　美智代 富士見テニスクラブ



小田原テニス選手権(旧：八幡杯争奪シングルス大会）歴代優勝者（１）

男子一般 女子一般 男子45才以上

回 年 参加総数 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属

第１回 昭和４7年 85名 71 朝倉伸行 八幡山ＬＴＣ 14 井上理美子 八幡山ＬＴＣ － － －

第２回 昭和４8年 86名 67 朝倉伸行 八幡山ＬＴＣ 19 諸星道子 富士足柄 － － －

第３回 昭和４９年 115名 91 朝倉伸行 八幡山ＬＴＣ 24 桜井喜代子 富士足柄 － － －

第４回 昭和５０年 145名 112 朝倉伸行 八幡山ＬＴＣ 28 高橋まゆみ 富士足柄 5 伊藤暢英 富士小田原

第５回 昭和５１年 127名 104 朝倉伸行 八幡山ＬＴＣ 18 内田まり 足柄ﾛｰﾝ 5 伊藤暢英 富士小田原

第６回 昭和５２年 153名 122 朝倉伸行 八幡山ＬＴＣ 22 坂井まゆみ 富士足柄 9 伊藤暢英 富士小田原

第７回 昭和５３年 194名 143 岸本正彦 富士足柄 44 内田まり 足柄ﾛｰﾝ 7 伊藤暢英 富士小田原

第８回 昭和５４年 131名 94 久保田明彦 明治製菓 29 湯山和江 足柄ﾛｰﾝ 8 河野　元 明製足柄

第９回 昭和５５年 167名 122 郡司仁彦 八幡山ＬＴＣ 38 内田まり 足柄ﾛｰﾝ 7 河野　元 明製足柄

第１０回 昭和５６年 194名 144 郡司仁彦 八幡山ＬＴＣ 41 江島真佐美 八幡山ＬＴＣ 9 伊与田規雄 ｵﾚﾝｼﾞ

第１１回 昭和５７年 206名 149 所　真人 神奈中 45 湯山和江 足柄ﾛｰﾝ 12 伊与田規雄 ｵﾚﾝｼﾞ

第１２回 昭和５８年 200名 154 内田雅仁 足柄ﾛｰﾝ 48 内田まり 足柄ﾛｰﾝ 10 河野　元 明製足柄

第１３回 昭和５９年 256名 184 内田雅仁 足柄ﾛｰﾝ 58 湯山和江 足柄ﾛｰﾝ 14 河野　元 明製足柄

第１４回 昭和６０年 219名 163 郡司仁彦 八幡山LTC 44 湯山和江 足柄ﾛｰﾝ 12 岩井重郎 富士足柄

第１５回 昭和６１年 273名 212 所　真人 大井町FTC 44 片野三恵子 大井町FTC 17 新井直樹 アミー

第１６回 昭和６２年 263名 208 篠原正義 アミー 41 新井敦子 アミー 14 田中　貢 富士足柄

第１７回 昭和６３年 222名 161 元吉邦博 足柄ﾛｰﾝ 43 片野三恵子 八幡山LTC 18 保竹勝次 ｶﾈﾎﾞｳ

第１８回 平成元年 227名 166 井上和明 小田原倶 40 森川こずえ アミー 21 田中　貢 富士足柄

第１９回 平成２年 204名 157 越野靖弘 アミー 30 永田一葉 アミー 17 杉山周司 富士足柄

第２０回 平成３年 182名 128 高橋和哉 健楽園 36 湯山和江 足柄ﾛｰﾝ 18 杉山周司 富士足柄

第２１回 平成４年 230名 177 郡司仁彦 八幡山LTC 34 湯山和江 足柄ﾛｰﾝ 19 久保田明彦 明製足柄

第２２回 平成５年 221名 166 郡司仁彦 八幡山LTC 35 瀬岡かゆき 足柄ﾛｰﾝ 20 朝倉伸行 八幡山LTC

第２３回 平成６年 187名 139 郡司仁彦 八幡山LTC 30 駒　智江 ﾌｪﾆｯｸｽ 18 岩本良則 八幡山LTC

第２４回 平成７年 202名 133 神部義幸 アミー 39 瀬岡かゆき 足柄ﾛｰﾝ 30 菊地譲二 ｵﾚﾝｼﾞ

第２５回 平成８年 227名 141 大石清孝 富士足柄 49 大石昌子 富士足柄 26 内田俊正 八幡山LTC

第２６回 平成９年 202名 127 大石清孝 富士足柄 37 瀬岡かゆき 足柄ﾛｰﾝ 26 菊地譲二 ｵﾚﾝｼﾞ

第２７回 平成１０年 198名
予戦：86
本戦：30 大石清孝 富士足柄

予戦：36
本戦：11 芦谷貴子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

予戦：13
本戦：8 菊地譲二 ｵﾚﾝｼﾞ

第２８回 平成１1年 226名
予戦：83
本戦：35 大石清孝 富士足柄

予戦：55
本戦：16 駒　智江 ﾌｪﾆｯｸｽ

予戦：12
本戦：12 菊地譲二 ｵﾚﾝｼﾞ

第２９回 平成１２年 245名
予戦：94
本戦：35 大石清孝 富士足柄

予戦：64
本戦：14 高西美幸 開成ｸﾞﾘｰﾝ

予戦：14
本戦：12 菊地譲二 ｵﾚﾝｼﾞ

第３０回 平成１３年 277名
予戦：99
本戦：40 大石清孝 富士足柄

予戦：81
本戦：10 深津祐美子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

予戦：17
本戦：17 菊地譲二 ｵﾚﾝｼﾞ

第３１回 平成１４年 303名
予戦：118
本戦：34 大石清孝 富士足柄

予戦：81
本戦：21 深津祐美子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

予戦：15
本戦：19 村上圭司 健楽園

第３２回 平成１５年 298名
予戦：124
本戦：32 安部隆司 大井町FTC

予戦：73
本戦：18 深津祐美子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

予戦：15
本戦：18 所眞人 大井町FTC

第３３回 平成１６年 279名
予戦：97
本戦：32 神部善幸 大井町FTC

予戦：79
本戦：14 小出　愛 富士足柄

予戦：22
本戦：10 越野靖弘 日本新薬

第３４回 平成１７年 292名
予戦：89
本戦：42 神部善幸 大井町FTC

予戦：70
本戦：19 深津祐美子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

予戦：26
本戦：13 越野靖弘 日本新薬

第３５回 平成１８年 291名
予戦：91
本戦：47 川島雄二 健楽園

予戦：60
本戦：18 神部敦子 大井町FTC

予戦：22
本戦：15 鈴木武夫 足柄ﾛｰﾝ

第３６回 平成１９年 298名
予戦：100
本戦：48 片平淳也 ＴＭ

予戦：69
本戦：16 深津祐美子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

予戦：13
本戦：11 越野靖弘 日本新薬

第３７回 平成２０年 279名 124 川島雄二 健楽園 85 小澤彩香 富士見TC 19 原俊清 健楽園

第３８回 平成２１年 284名 121 城戸俊之 日立小田原 97 大石真珠美 BEAT 18 原俊清 健楽園

第３９回 平成２２年 266名 123 井浜究一郎 TeamM 64 石川真奈美 開成ｸﾞﾘｰﾝ 31 原俊清 健楽園

第４０回 平成２３年 297名 113 川口泰明 TeamM 83 露木恵里奈 ｴﾝﾄﾞｳＴＳ 28 谷津典男 足柄ﾛｰﾝ

第４１回 平成２４年 310名 127 井浜究一郎 TeamM 66 長谷川莉緒 BEAT 33 勝俣正信 ｵﾚﾝｼﾞ

第４２回 平成２５年 256名 102 井浜究一郎 TeamM 42 青木野乃 神奈中 33 殿塚一奥 健楽園

第４３回 平成２６年 243名 84 佐藤　明 神奈中 40 横山理紗子 神奈中 30 長尾啓史 健楽園

第４４回 平成２７年 243名 84 佐藤　明 神奈中 45 大林らら 神奈中 29 長尾啓史 健楽園

第４５回 平成２８年 257名 80 竹内士瑛伊 TeamM 44 石橋生子 富士見TC 11 鈴木康之 健楽園

第４６回 平成２９年 272名 94 藤江塁吏 富士見TC 41 小西優奈 TeamM 13 安部隆司 大井町FTC

第４７回 平成３０年 255名 87 藤江塁吏 富士見TC 32 神部敦子 大井町FTC 10 有沢恭吾 健楽園

第４８回 2019年 278名 87 川口泰明 TeamM 32 古屋日香留 ｼﾞｮｯｷｰｽﾞ 7 高橋和彦 L&M

第４９回 2020年 255名 79 38 10

第５０回 2021年

第５1回 2021年



小田原テニス選手権(旧：八幡杯争奪シングルス大会）歴代優勝者（２）

男子35才以上 男子40才以上 男子50才以上

回 年 参加総数 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属

第４５回 平成２８年 257名 4 磯崎伸丈 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC 3 金丸恭弘 ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞ 16 勝俣正信 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC

第４６回 平成２９年 272名 － － － 3 小川和則 ﾗ･ﾒｰﾙTC 16 高橋和哉 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC

第４７回 平成３０年 255名 3 岡田　寛 開成ｸﾞﾘｰﾝ 3 磯崎伸丈 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC 17 鈴木康之 健楽園

第４８回 2019年 278名 4 中島瑞希 ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞ 6 稲野　亘 開成ｸﾞﾘｰﾝ 15 鈴木康之 健楽園

第４９回 2020年 255名 － － － 7 19

第５０回 2021年

第５1回 2021年

男子55才以上 男子60才以上 男子65才以上

回 年 参加総数 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属

第２５回 平成８年 227名 11 藤原靖明 ｵﾚﾝｼﾞ － － － － － －

第２６回 平成９年 202名 12 岩井重郎 富士足柄 － － － － － －

第２７回 平成１０年 198名 14 田中　貢 富士足柄 － － － － － －

第２８回 平成１1年 226名 13 辻　修身 富士足柄 － － － － － －

第２９回 平成１２年 245名 12 田中　貢 富士足柄 － － － － － －

第３０回 平成１３年 277名 13 嶋田俊雄 富士足柄 － － － － － －

第３１回 平成１４年 303名 15 田中　貢 富士足柄 － － － － － －

第３２回 平成１５年 298名 18 朝倉伸行 八幡山LTC － － － － － －

第３３回 平成１６年 279名 24 内田俊正 八幡山LTC － － － 5 伊藤暢英 ｵﾚﾝｼﾞ

第３４回 平成１７年 292名
予戦：12
本戦：12 朝倉伸行 八幡山LTC － － － 9 米谷　融 ｶﾈﾎﾞｳ

第３５回 平成１８年 291名
予戦：15
本戦：8 西　洋三 健楽園 － － － 15 辻　修身 富士足柄

第３６回 平成１９年 298名
予戦：15
本戦：8 菊地譲二 ｵﾚﾝｼﾞ － － － 18 田中　貢 富士足柄

第３７回 平成２０年 279名 30 高橋裕昭 ｵﾚﾝｼﾞ － － － 21 田中　貢 富士足柄

第３８回 平成２１年 284名 30 高橋裕昭 ｵﾚﾝｼﾞ － － － 18 皆木素行 大井町FTC

第３９回 平成２２年 266名 32 菊地譲二 ｵﾚﾝｼﾞ － － － 16 岸本正彦 八幡山LTC

第４０回 平成２３年 297名 33 菊地譲二 ｵﾚﾝｼﾞ － － － 19 岸本正彦 八幡山LTC

第４１回 平成２４年 310名 28 高橋裕昭 ｵﾚﾝｼﾞ － － － 30 岸本正彦 八幡山LTC

第４２回 平成２５年 256名 24 高橋裕昭 ｵﾚﾝｼﾞ － － － 15 岸本正彦 八幡山LTC

第４３回 平成２６年 243名 24 深田智昭 開成ｸﾞﾘｰﾝ － － － 18 西　洋三 健楽園

第４４回 平成２７年 243名 29 高橋裕昭 ｵﾚﾝｼﾞ － － － 18 西　洋三 健楽園

第４５回 平成２８年 257名 15 高尾俊之 富士ﾌｲﾙﾑ足柄 15 高橋裕昭 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC 21 柳川孝 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC

第４６回 平成２９年 272名 14 原俊清 健楽園TC 15 深田智昭 開成ｸﾞﾘｰﾝ 20 鈴木武夫 足柄ﾛｰﾝTC

第４７回 平成３０年 255名 10 原俊清 健楽園TC 16 安波昭一郎 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC 14 高橋裕昭 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC

第４８回 2019年 278名 12 原俊清 健楽園TC 19 深田智昭 開成ｸﾞﾘｰﾝ 14 高橋裕昭 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙTC

第４９回 2020年 255名 14 17 13

第５０回 2021年

第５1回 2021年

男子70才以上 男子75才以上 男子80才以上

回 年 参加総数 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属

第４２回 平成２５年 256名 10 皆木素行 大井町FTC － － － － － －

第４３回 平成２６年 243名 16 鈴木　明 鴨宮TC － － － － － －

第４４回 平成２７年 243名 14 鈴木　明 鴨宮TC － － － － － －

第４５回 平成２８年 257名 14 岸本正彦 小田原ｶﾞｰﾃﾞﾝTC 9 田中貢 富士ﾌｲﾙﾑ足柄 － － －

第４６回 平成２９年 272名 16 岸本正彦 小田原ｶﾞｰﾃﾞﾝTC 6 田中貢 富士ﾌｲﾙﾑ足柄 － － －

第４７回 平成３０年 255名 15 西　洋三 健楽園 10 田中貢 富士ﾌｲﾙﾑ足柄 3 平野幸夫 トモロウ

第４８回 2019年 278名 17 関野　訓 Zip 15 岸本正彦 小田原ｶﾞｰﾃﾞﾝTC 3 平野幸夫 開成ｸﾞﾘｰﾝ

第４９回 2020年 255名 18 8 8

第５０回 2021年

第５1回 2021年



小田原テニス選手権(旧：八幡杯争奪シングルス大会）歴代優勝者（３）

女子35才以上 女子40才以上 女子45才以上

回 年 参加総数 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属

第４０回 平成２３年 297名 21 三堀美幸 足柄ﾛｰﾝ

第４１回 平成２４年 310名 26 若松美雪 大井町FTC

第４２回 平成２５年 256名 30 石井道子 ﾍﾞﾙｴｰﾙ

第４３回 平成２６年 243名 31 三堀美幸 足柄ﾛｰﾝ

第４４回 平成２７年 243名 23 三堀美幸 足柄ﾛｰﾝ

第４５回 平成２８年 257名 － － － － － － 9 斎藤智美 ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞ

第４６回 平成２９年 272名 － － － 3 長谷川奈緒子 富士見TC 10 乙山新子 ﾗ･ﾒｰﾙTS

第４７回 平成３０年 255名 － － － － － － 9 小林知美 富士ｾﾞﾛｯｸｽ

第４８回 2019年 278名 － － － 3 山本康予 神奈中 9 深津祐美子 開成ｸﾞﾘｰﾝ

第４９回 2020年 255名 － － － － － － 7

第５０回 2021年

第５1回 2021年

女子50才以上 女子55才以上 女子60才以上

回 年 参加総数 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属

第４５回 平成２８年 257名 8 石井道子 ﾍﾞﾙｴｰﾙTS 9 三堀美幸 足柄ﾛｰﾝTC 6 芦谷貴子 足柄ﾛｰﾝTC

第４６回 平成２９年 272名 7 石井道子 ﾍﾞﾙｴｰﾙTS 8 三堀美幸 足柄ﾛｰﾝTC 3 芦谷貴子 足柄ﾛｰﾝTC

第４７回 平成３０年 255名 11 石井道子 ﾍﾞﾙｴｰﾙTS 8 三堀美幸 足柄ﾛｰﾝTC 4 芦谷貴子 足柄ﾛｰﾝTC

第４８回 2019年 278名 11 乙山新子 ﾗ･ﾒｰﾙTS 8 石井道子 ﾍﾞﾙｴｰﾙTS 5 芦谷貴子 足柄ﾛｰﾝTC

第４９回 2020年 255名 10 3 4

第５０回 2021年

第５1回 2021年

女子65才以上 女子70才以上 女子75才以上

回 年 参加総数 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属 参加数 氏名 所属

第４５回 平成２８年 257名 － － － 3 高原米子 足柄ﾛｰﾝTC － － －

第４６回 平成２９年 272名 － － － 3 高原米子 足柄ﾛｰﾝTC － － －

第４７回 平成３０年 255名 － － － 3 高原米子 足柄ﾛｰﾝTC － － －

第４８回 2019年 278名 － － － 3 高原米子 足柄ﾛｰﾝTC － － －

第４９回 2020年 255名 － － － － － － － － －

第５０回 2021年

第５1回 2021年



フェアプレイはスポーツの基本です。テニスも例外ではありません。それは、第一に対戦
相手をレスペクトしてプレイすることです。

残念ながら、コート内では依然様々なトラブルが絶えません。その大半はポイントの判定に
起因するもので、多くのテニス大会で採用されている「チェアアンパイアがつかない試合
方法（セルフジャッジ）」が適切に行われていないことが背景にあると思われます。

そこで日本テニス協会は、プレイヤーの皆様、保護
者、指導者そして大会主催者の皆様に、チェアアン
パイアがつかない大会で正しいセルフジャッジを目
指し、次のセルフジャッジ５原則の徹底とご理解を
お願いすることとしました。

セルフジャッジでは、プレイヤーの人格が試されて
います。

保護者の皆様には、目前の試合の勝ち負けに一喜一憂することなく、スポーツマンシップに
則ったフェアーな試合がおこなわれるように、お子様への温かいご支援よろしくお願いします。

テニス競技での
セルフジャッジ５原則の
順守と推進のお願い

テニス競技での
セルフジャッジ５原則の
順守と推進のお願い

セルフジャッジ５原則セルフジャッジ５原則
判定が難しい場合は「グッド」（相手に有利に）！
「アウト」または「フォールト」はボールとラインの間に、はっきりと空間が
見えたとき！ 
サーバーはサーブを打つ前、レシーバーに聞こえる声でスコアをアナウンス！ 
ジャッジコールは、相手に聞こえる声と、相手に見えるハンドシグナルを
使って速やかに！
コートの外の人は、セルフジャッジへの口出しはしない！

1
2

3
4

5

セルフジャッジ推進 A4チラシ［1C］

公益財団法人日本テニス協会公益財団法人日本テニス協会ジュニアテニス選手皆様へ
一般・ベテランテニス選手の皆様へ
指導者・保護者の皆様へ
大会主催者の皆様へ

ジュニアテニス選手皆様へ
一般・ベテランテニス選手の皆様へ
指導者・保護者の皆様へ
大会主催者の皆様へ




