
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

「横浜慶應チャレンジャー 国際テニストーナメント 2019」は、2007 年より開催しているプロ

テニスの国際大会です。ウィンブルドンなどにつながるポイントを獲得できる国内では希少な大会

として、世界各国から選手が集結します。 

今年は、大会名称が「KEIO CHALLENGER」から「Yokohama KEIO CHALLENGER」に変わり、横浜

から世界に羽ばたく大会として注目されています。 

この貴重な機会に、横浜市民の皆様から抽選で 100 組 200 名様を御招待いたします！ 

将来グランドスラムでの活躍が期待される世界のトッププレイヤーに会いに行きましょう！ 

その他、車いすテニスの体験やカメラマン体験、新たに試合データの可視化なども予定していま

す。 

１．大会概要 

(1) 日程：男子大会 予選：平成 31 年２月 25 日（月） 

           本戦：平成 31 年２月 25 日（月）～３月３日（日） 

      女子大会 予選：平成 31 年３月４日（月）～３月５日（火） 

           本戦：平成 31 年３月５日（火）～３月 10 日（日） 

(2) 場所：慶應義塾大学日吉キャンパス 蝮谷テニスコート（横浜市港北区日吉 4-1-1） 

(3) 料金：有料（学生は学生証提示無料） ※金額の詳細は大会 Web サイトを参照ください。 

(4) 大会 Web サイト：http://www.keio-challenger.jp/ 

 

 

２．横浜市民招待 

 (1) 招待日程：①男子準決勝・決勝 ３月２日（土）３日（日） 

②女子準決勝・決勝 ３月９日（土）10 日（日） 

※①②それぞれで準決勝・決勝の両日に入場できます。 

(2) 招待人数：①50 組 100 名、②50 組 100 名 

(3) 申込方法：市民局スポーツ振興課 Web サイトより専用フォームにて御申請ください。 

※応募者多数の場合、抽選となります。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/sports/ 

(4) 申込条件：申込者が横浜市内在住であること。 

(5) 申込締切：２月 18 日（月） 

(6) 抽選結果通知：当選者のみメールで御連絡します。 

大会当日、会場受付にてメール画面提示と本人確認をもって入場できます。 

(7) 雨天時の取り扱い：雨天中止。開催可否については、随時大会 Web サイトにて案内いたしま

すので、各自御確認ください。http://www.keio-challenger.jp/ 

【裏面あり】 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

観る 

画像提供：横浜慶應チャレンジャー広報部 

平 成 3 1 年 １ 月 3 1 日 
港 北 区 区 政 推 進 課 
市 民 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 

世界のテニス選手が横浜に！ 
横浜市民の皆様 200 名を御招待します 

http://www.keio-challenger.jp/
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/sports/
http://www.keio-challenger.jp/


 

  

 

３．関連プログラム 

その他、観戦だけでなく様々なプログラムも実施しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

【取材等の大会に関すること】港北区区政推進課長 山本 憲司  Tel 045-540-2220 

【市民招待に関すること】市民局スポーツ振興課長 守屋 喜代司 Tel 045-671-4574 

■大会カメラマン体験会～選手をコートの間近で撮影～ 支える 

する ■車いすテニス体験 

車いすテニス体験に合わせて慶應義塾大学大学院シス

テム・デザイン・マネジメント研究科等の協力によりスポ

ーツデータの取得・分析・可視化体験を行います。 

 

３月２日（土）午前 

※一般参加の申込み等の詳細は、追って横浜慶應チャレ

ンジャーから発表されますので、大会 Web サイトを

ご確認ください。http://www.keio-challenger.jp/ 

選手や大会関係者向けレセプションも２月 24 日（日）18 時～予定しています。 

（東京 2020 大会の英国事前キャンプに向けた学生ボランティア「Keio2020project」協力） 

試合当日やレセプションの取材をご希望の方は、事前に下記問合せ（港北区役所）へご連絡ください。 

日時：３月１日（金）[男子準々決勝]・２日（土）[男子準決勝] 

３日（日）[男子決勝]  ・８日（金）[女子準々決勝] 

９日（土）[女子準決勝] ・10 日（日）[女子決勝] 

各日 11：00～（約２時間） 

人数：各日５名 

申込：大会 Web サイトの「イベント」メニューからお申込みください。 

http://www.keio-challenger.jp/（応募者多数の場合、抽選） 

条件：SD カードの入るカメラをご持参できる方 

申込締切：２月 18 日（月） 

 

 

 

【昨年の様子】 

「横浜慶應チャレンジャー」では、大会カメラマンを募集します。 

準々決勝以降の白熱した試合をコートの間近で撮影できる貴重な機会

です。撮影した写真は AI を使って大会ＨＰ等に公開される予定です。 

   

■その他テニス体験会も実施予定！詳細は大会 Web サイトで確認 

http://www.keio-challenger.jp/
http://www.keio-challenger.jp/


 

  

○横浜慶應チャレンジャーの概要 

 

（１）大会名称：Yokohama Keio Challenger International Tennis Tournament 2019 

（２）主催：慶應義塾 

（３）公認：ATP・ITF・公益財団法人日本テニス協会、関東テニス協会、神奈川県テニス協会 

（４）特別協賛：ミズノ（株） 

（５）協賛：（株）鈴乃屋、江崎グリコ（株）、セイコーホールディングス（株）、学校法人 五大、

（株）LUMBER ONE、ブリヂストンスポーツ（株）、（株）玉子屋、 

一般社団法人 車いすスポーツ協会 

（６）特別協力：大塚製薬（株）、（株）松孝、日清食品ホールディングス（株） 

（７）協力：リッチモンドホテルプレミア武蔵小杉 

（８）後援：横浜市、慶應義塾體育會庭球部、庭球三田会 

（９）賞金総額：男子:$ 54,160、女子:$ 25,000 

（10）日程：男子日程 予選 2019 年 2 月 25 日（月） 

本戦 2019 年 2 月 25 日（月）〜2019 年 3 月 3 日（日） 

女子日程 予選 2019 年 3 月４日（月）〜2019 年 3 月５日（火） 

              本戦 2019 年 3 月５日（火）〜2019 年 3 月 10 日（日） 

（11）ドロー数：男子 シングルス 予選 4 名・本戦 48 名、ダブルス 本戦 16 組 

女子 シングルス 予選 24 名・本戦 32 名、ダブルス 本戦 16 名(未定) 

（12）試合会場：慶應義塾大学 日吉キャンパス 蝮谷テニスコート 

       〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉 4-1-1 

 

 
 

（13）コートサーフェス：ハードコート 

（14）大会事務局：〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉 4-1-1 慶應義塾体育会庭球部内 

    E-mail：info@keio-challenger.jp 

     Tel /Fax：045-562-2989 

（15）大会委員長：長谷山彰（慶應義塾長） 

（16）大会副委員長：栗岡 威（庭球三田会長） 

（17）ディレクター：坂井 利彰（慶應義塾体育会庭球部監督） 

（18）出場予定選手：男子 日本国内男子トップ選手・世界ランク 100～300 位の外国人選手 

       女子 日本国内女子トップ選手・世界ランク 150 位以降の外国人選手 

（19）予定延観客数：5,000 名程度 

別紙 


