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大会要項  

 
１．大会名称 東京都知事杯争奪  第２５回東京都チャンピオンシップ 

TOKYO TENNIS FESTIVAL ２０２０ 

２．主  催 一般社団法人東京都テニス協会 

３．後  援 東京都 

４．協  賛 株式会社ダンロップスポーツマーケティング 

５．主  管 東京都区市町村テニス協会 

６．期  日 ２０２０年１１月７日（土）、予備日：１２月１９日（土） 

７．種  目 男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス 

８．参加費 ７,０００円／一人、一組 

９．申込場所 東京都２３区テニス協会及び東京都市町村テニス協会 

10．使用ﾎﾞｰﾙ ダンロップ・フォートイエロー(１試合に２個使用) 

11．会  場 昭和の森テニスセンター 

12．ｺｰﾄｻｰﾌｪｽ 砂入り人工芝コート 

13．試合方法 １セットマッチ（６ｵｰﾙ７ポイントタイブレーク） 

14．服  装  テニスウェア（ルールブックに準ずる） 

15．参加資格 東京都２３区テニス協会または、東京都市町村テニス協会の推薦するもの 

16．表  彰 ベスト４ 

17．ドロー  大会一週間前に東京都テニス協会ホームページ http://www.tokyo-tennis.jp/ 

に掲載します。 

18. 注意事項 

1. 受付時間の１５分前にテニスのできる状態で本部にて受付を済ませてください。受付時間

に遅刻したものは棄権とします。 

2. テニスウェアを着用してください。Ｔシャツ、トレーナー、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｪｱは認めません。 

3. オーダーオブプレーを採用しますので、ボードで自分の試合コートを常に確認してくださ

い。呼び出しの時点で不在の場合は棄権とみなします。 

4. 試合前のウォーミングアップは初戦のみ５分間とし２戦目からはサービス４本とします。 

5. 雨天等、天候不順の時も９時受付の選手は会場に来てください。その他の選手は指定の受

付時間までに来場できるようにした上で９時の時点で下記のところに問い合わせて下さい。 

6. 集合時間   
 

 

 

 

 

7. 本大会は、(財)日本テニス協会発行の「テニスルールブック」最新版を適用します。 

8. けが等の事故については、加入する保険の範囲で処置しますが、それ以上については責任

を負いかねますので、選手は自己管理を十分に行ってください。   

 問い合わせ先 柗尾  秀治 ０９０－２２４１－５０８５ 

   丸山 寛 ０９０－８５０７－０６７８ 

19．備  考 ①本大会は、全てのプレーヤーを公平に扱います。 

  ②本要項は、天候等やむを得ない事情により変更されることがあります。 

③優勝者には２０２１年度東京オープンの予選のワイルドカードが与えられます。 

※本大会は新型コロナウイルス感染拡大防止対策前提に開催します。開催にあたっては（公財）日 

本スポーツ協会「感染拡大予防ガイドライン」沿って運営します。新型コロナウイルス感染状況 

等、今後の社会情勢の変化によっては中止や競技方法等の変更が生じる場合があります。 
大会当日コロナ対策として体調管理チェックシートの提出をお願いします。(東京都テニス協会ホーム
ページからダウンロードして記入してください) 

                             東京都区市町村 テニス協会 

種        目 受付時間 

女子シングルス ９：００ 

男子シングルス ９：００ 

女子ダブルス １０：３０ 

男子ダブルス １０：３０ 

http://www.tokyo-tennis.jp/


1R 2R 3R SF F

1R 2R SF F

16高木　頌佳　（東大和市）

野田　美和　（中央区）

17高島　一輝　（町田市）

4

5

西口　葉月　（日野市）

吉岡　晃子　（杉並区）

相原　宣宏　（国分寺市）

6

13

14

10

11

斎藤　園子　（府中市）

奥山　律子　（大田区）

内野　貴之　（武蔵村山市）

11

道本　尚子（東村山市）

三宮　ゆり　（八王子市）

小松 万希子　（渋谷区）

飯島　健太　（豊島区）

加藤　駿　（23区推薦）

7

5

8

男子シングルス

3

4

石塚　達也　（三鷹市）

野里　　駿　（足立区）

1岩見　直哉　（江東区）

ｼｪｰﾗｰ聖也ﾄｰﾏｽ（文京区）

四ノ原　冬徒　（小平市） 2

10

9

武智　邦彦　（足立区）

関谷　英之　（中野区）

浜田　雄介　（狛江市）

三田　圭輔　（立川市）

重松　晶　（23区推薦）

15

田中　千秋　（23区推薦）

6

7

竹下　美穂　（世田谷区）

8

12

12

勝間田沙友李（町田市）　

峯村 有佳子　（台東区）

成田　早紀　（大田区）

綿村　恵　　（多摩市）

3

9

川村　拓真　（台東区）

13

15

16

女子シングルス

今井　秀星　（武蔵野市）

2

1

高群　五月　（国立市）

14



1R 2R SF F
伊藤　涼太・酒井　研人

（　立川市　）
山澤　毅・佐々木　剛

（　23区推薦　）
橋本　憲明・藤田　久範

（　東大和市　）
佐治　祥先・岡田　匡史

（　中野区　）
内田　健二・佐藤　智哉

（　八王子市　）
野瀬　優助・勝間　豊

（　大田区　）
中村　裕基・西村　友秀

（　西東京市　）
松浦　延慶・牧野 圭一郎

（　練馬区　）
菊川　和樹・園田　勇也

（　府中市　）
井原　涼汰・小宮　良亮

（　品川区　）
西村　仁・吉川　雄弥

（　国分寺市　）
松崎　順平・古屋　岳人

（　荒川区　）
井上　謙介・小日向　啓

（　東久留米市　）
松下　浩平・佐野 可永夢

（　杉並区　）
伊藤　也真人・戸塚　拓也

（　八王子市　）
塩原　幹司・中山　僚

（　23区推薦　）

1R 2R 3R SF F
浅野　旬子・菊池　里奈

（　足立区　）
三浦　里江・棚橋　有紀

（　八王子市　）
小原　真弓・入舟　由佳

（　新宿区　）
武田　紗弥香・太田　彩子

（　府中市　）
寺内　純子・木次　桜

（　23区推薦　）
山下　任美・寺師　明香

（　目黒区　）
中尾　葉子・井上　智子

（　東久留米市　）
幸村 沙也花・岩田　愛永

（　墨田区　）
池谷　江梨子・浦部　朋子

（　多摩市　）
丸山　麻衣・角田　咲

（　練馬区　）
山崎　慎与・山崎　由利子

（　日野市　）
武藤　良美・亀山　紋奈

（　世田谷区　）
尾嵜　紗映・酒井　真衣子

（　立川市　）
岡部　美樹・玉井　沙英

（　23区推薦　）
飯塚　玲奈・西田　博子

（　国分寺市　）
新井 あゆみ・矢花 美菜子

（　足立区　）
八島　ちひろ・内田　瑞希

（　八王子市　）
17
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男子ダブルス

5

9
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女子ダブルス
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東京都チャンピオンシップ入賞者 

  シングルス   ダブルス 
第 15回 男子の部   

優勝 角田 祐弥 （練馬区） 優勝 青山  昇・高橋 良昌    （荒川区） 

 準優勝 前田 信二 （足立区） 準優勝 勝間 豊・長田 祐治 （大田区） 

女子の部   

 優勝 宮坂 舞 （練馬区） 優勝 田村 豊美・斎藤 園子     （府中市） 

 準優勝 前田 旬子 （足立区） 準優勝 今井 奈々恵・佐藤 直子     （港区） 

第 16回 男子の部   

優勝 前田 信二 （足立区） 優勝 青山  昇・高橋 良昌    （荒川区） 

 準優勝 角田 祐弥 （練馬区） 準優勝 西岡 友之・小柴 朋幸 （江戸川区） 

女子の部   

 優勝 宮坂 舞 （練馬区） 優勝 今井 奈々恵・佐藤 直子     （港区） 

 準優勝 前田 旬子 （足立区） 準優勝 田村 豊美・斎藤 園子     （府中市） 

第 17回 男子の部   

優勝 角田 祐弥    （練馬区）           優勝 青山  昇・高橋 良昌    （荒川区） 

 準優勝 五味 晃一 （府中市） 準優勝 北川 薫・山本大輔 （多摩市） 

女子の部   

 優勝 吉岡 舞 （大田区） 優勝 奥山 律子・鍋谷 洋子     （大田区） 

 準優勝 鈴木 郷子 （台東区） 準優勝 亀山 紋奈・井上 礼子     （世田谷区） 

第 18回 男子の部   

優勝 片岡 慎     （練馬区）           優勝 西岡 友之・小柴 朋幸    （江戸川区） 

 準優勝 角田 祐弥    （練馬区） 準優勝 後藤 亘 ・須賀 翼 （墨田区） 

女子の部   

 優勝 吉岡 舞 （大田区） 優勝 滝口 菜々子・渡辺 梓     （墨田区） 

 準優勝 小松 万希子 （渋谷区） 準優勝 塩沢ちえり・石川いずみ     （練馬区） 

第 19回 男子の部   

優勝 角田 祐弥    （練馬区）           優勝 小林 穂高・野瀬 優助    （23区推薦） 

 準優勝 山崎 剛     （渋谷区） 準優勝 大森 亮典・醍醐 尉士 （町田市） 

女子の部   

 優勝 吉岡 舞 （大田区） 優勝 土倉 優・良田 かんな     （足立区） 

 準優勝 前田 旬子 （足立区） 準優勝 勝盛 桂・鈴木 理沙      （武蔵野市） 

第 20回 男子の部   

優勝 渡辺 謙治    （江東区）           優勝 小林 穂高・野瀬 優助    （大田区） 

 準優勝 佐藤 直瑠    （荒川区） 準優勝 西岡 友之・良田 耕一 （足立区） 

女子の部   

 優勝 田中 祐子 （板橋区） 優勝 土倉 優・良田 かんな     （足立区） 

 準優勝 峯村有佳子 （台東区） 準優勝 村田 珠美・新谷 恵未     （三鷹市） 

第 21回 男子の部   

優勝 秋山 陽     （中央区）           優勝 山澤 毅・河田 亮    （２３区選抜） 

 準優勝 山崎 剛     （品川区） 準優勝 松村 剛・豊田 拓巳 （豊島区） 

女子の部   

 優勝 牧田 有季 （港区） 優勝 土倉 優・良田 かんな     （足立区） 

 準優勝 吉岡 晃子 （杉並区） 準優勝 岩下 江里・垂石 菜美     （２３区推薦） 

第 22回 男子の部   

優勝 梁元 善貴  （練馬区）           優勝 藤原 弥・浦部 俊之     (三鷹市) 

 準優勝 西見 正史 （世田谷区） 準優勝 石塚 翼・池田 奨           (江東区) 

女子の部   

 優勝 鹿子木 文 （世田谷区） 優勝 浅野 旬子・菊池 里奈     （足立区） 

 準優勝 小松 万希子 （渋谷区） 準優勝 鈴木 郷子・杉原 知子     （江東区） 

第 23回 男子の部   

優勝 高島 一輝  （町田市）           優勝 伊藤 涼太・酒井 研人    (立川市) 

 準優勝 中嶋 慶太   （23区推薦） 準優勝 新堀 昌仁・筬井 健文       (板橋区) 

女子の部   

 優勝 鹿子木 文 （世田谷区） 優勝 浅野 旬子・菊池 里奈     （足立区） 

 準優勝 内田 絵比 （世田谷区） 準優勝 武藤 良美・亀山 紋奈     （世田谷区） 

第 24回 男子の部   

優勝 岩見 直哉   (江東区)            優勝 伊藤 涼太・酒井 研人    (立川市) 

 準優勝 高島 一輝  （町田市） 準優勝 鈴木 麻冬・長谷川 新平      (清瀬市) 

女子の部   

 優勝 成田 早紀    （太田区） 優勝 浅野 旬子・菊池 里奈     （足立区） 

 準優勝 岡部 美樹   （品川区） 準優勝 武藤 良美・亀山 紋奈     （世田谷区） 


