
１　加盟団体の入・退会状況

２６年度 入会団体　：　３団体

ＫＦＤ（Ｈ26.6.21付）、９５９（Ｈ26.8.2付）、田川テニスクラブ（Ｈ27.2.28付）

退会団体　： １団体

コスモス（Ｈ26.4.25付）、新日鉄住金小倉（八幡との統合　H27.2.28付）

◎ 一般会員 ６９団体

◎ 大学・高校・中学校会員 ２３団体

◎ 一般賛助会員 １３団体

合　　計 １０５団体 　（平成２７年３月２１日現在）

２　報告事項

○ 第27回全国健康福祉祭とちぎ大会（ねんりんピック　栃木2014）：１０/４～７

出場者（敬称略）

仲摩　博至　　江口　弘　　久保田　哲子　　濱村　恭子　　馬場　善則　　渡辺　和明

出場記録

予選リーグ　　１勝２敗　４位（得失点差）

台風のため１日目のリーグ戦だけの実施（７ポイントタイブレークのみ）

○ 第57回福岡県民体育大会秋季大会　テニス競技　：　９/２１　於　大牟田

出場者（敬称略）

尾﨑　正敏　大平　亮　吉岡　かをる　松本　早苗　大蔵　謙治　村上　千世

出場記録

１回戦大川市３－０で完勝、２回戦福岡市２－１、準決勝は糟屋郡に２－１で辛勝。

決勝で久留米市に０－３で敗退、準優勝

○ 平成２６年度(公財)北九州市体育協会スポーツ功労者表彰

（平成２６年１２月１１日　於　ステーションホテル小倉）

本村　道生　様　（北九州市テニス連盟　会長）

○ 平成２６年度　福岡県スポーツ功労表彰

（平成２７年２月２１日　於　福岡県立スポーツ科学情報センター　アクシオン福岡）

浅尾　司　様　（北九州市テニス連盟　副会長）

平成26年度北九州市テニス連盟事業概要

２
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３月 ２日 （日） 三萩野庭球場 第34回　北九州ジュニア年令別テニス選手権大会

８日 （土） 男子 18才以下 相馬　光志 （北九州ウエストサイドテニスクラブ）

９日 （日） 16才以下 松本　祐吾 （九国大付属高校）

1６日 （日） 14才以下 中西　恭平 （北九州ウエストサイドテニスクラブ）

12才以下 鈴木　蒼平 （さかむら庭球塾）

女子 18才以下 衛藤　佳奈 （グランディールテニスクラブ）

16才以下 笠原　扉奈 （テニスＤＩＶＯ）

参加人数 14才以下 笠原　扉奈 （テニスＤＩＶＯ）

延べ５０６名 12才以下 大﨑　みらの（北九州ウエストサイドテニスクラブ）

３月２８日 （金） 桃園庭球場 平成26年度　竹森　正道氏によるジュニアテニス教室

参加人数 ３５名 午前は小中学生８名、午後は高校生２７名を対象に実施。

３月 30日 （日） 三萩野庭球場 平成26年度　定期総会およびクラブ代表者テニス大会

参加人数 ４グループに分かれてのリーグ戦　第１位　Ａグループ

（テニス）９６名 総会は104団体中72団体出席（69.2％）

５月　４日 （日） 三萩野庭球場 第52回北九州市民体育祭春季レディス大会

参加人数 Ａブロック すみれ組

８４名 Ｂブロック ゆり組

５月 10日 （土） 三萩野庭球場 第61回　北九州テニストーナメント

11日 （日） 桃園庭球場 男子 Ａ級 Ｓ 清家　光 (オンザロード)

18日 （土） 文化記念庭球場 Ｄ 山﨑　烈(舞ヶ丘テニスクラブ)・清家　光(オンザロード)

19日 （日） 穴生ドーム Ｂ級 Ｓ 藤浪　巧 (北九州ウエスト)

21日 （水） Ｄ 藤浪　巧 (北九州ウエスト)・福田　光 (舞ヶ丘ＴＣ）

22日 （木） Ｃ級 Ｓ 阿部　聖矢 (北九州ウエスト)

23日 (金） Ｄ 佐藤　裕介 (ＦＴＣ)・赤井　真也 (三菱マテリアル)

24日 （土） 45才以上 Ｓ 原田　浩 (エスタ城南)

25日 （日） Ｄ 小野　敏孝（新日鉄住金八幡）・尾田　幸生（新日鉄住金八幡）

50才以上 Ｓ 小田　俊明 (球遊会)

Ｄ 十楽　浩之 (いのうえテニスガーデン)・小田　俊明 (球遊会)

55才以上 Ｓ 岡田　賢司 (北九州ウエスト)

Ｄ 西井　章裕 (戸畑エース) ・黒木　秀一 (戸畑エース)

60才以上 Ｓ 原田　治親 (筑紫野市テニス協会)

Ｄ 井上　明人 (穴生テニスクラブ)・守田　正治(テニス陣原)

65才以上 Ｓ 森　哲男 (福岡テニス倶楽部)

Ｄ 菱田　悟 (門司ＬＴＣ)・田中　義之 (北九州テニス倶楽部)

70才以上 Ｓ 川﨑　明人 (岡垣テニスクラブ)

Ｄ 浦部　好富 (田川テニスクラブ)・川﨑　明人 (岡垣テニスクラブ)

75才以上 Ｓ 西村　充生 (長住テニスクラブ)

80才以上 Ｄ 鍋島　幸次 （小倉ＬＴＣ） ・野村　右太郎（小倉ＬＴＣ）

女子 Ａ級 Ｓ 伊藤　真実 (オンザロード)

Ｄ 山時　美央 (テニスＤＩＶＯ) ・増本　尚子(テニスＤＩＶＯ)

Ｂ級 Ｓ 松下　菜々 (折尾愛真中学)

Ｄ 古小路　明美 (門司ＬＴＣ) ・来田　祐子(穴生テニスクラブ)

50才以上 Ｓ 藤城　治美 (ふくいテニスクラブ)

参加人数 Ｄ 藤田　恵美子 (ビッグ・スランジェ)・大坪　恭子 (小倉ＬＴＣ)

延べ９２５名 60才以上 Ｄ 向野　晴美 (門司ＬＴＣ)・川田　洋子 (足立ガーデン)

３

期　　日 会　　場 行 事 名 お よ び 優 勝 者
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５月 25日 （日） 三萩野庭球場 第８回　ねんりんピック派遣選手選考テニス大会

１部（60才以上男子）　馬場　善則(戸畑エース)・渡辺　和明(新日鉄住金八幡)

参加人数 ２部（70才以上男子）　江口　弘(新日鉄住金八幡)・仲摩 博至(新日鉄住金八幡)

１２名 ３部（60才以上女子）　久保田　哲子(穴生テニスクラブ)・濱村　恭子(三萩野クラブ)

５月 31日 （土） 三萩野庭球場 第35回　北九州ベテランダブルステニス大会

６月 １日 （日） 桃園庭球場 男子 １部 十時　民雄(オンザロード)・浦郷　隆(オンザロード)

２部 橘　信治(芦屋テニスクラブ)・小柳　正幸(Ｂ・Ｋ・Ｔ)

３部 野田　信次(ランチタイム)・幡吉　直彦(新日鉄住金小倉)

４部 山内　宗一(新日鉄住金小倉)・秋葉　裕美(グランディール)

５部 井上　英之(ランチタイム)・脇野　善次(ランチタイム)

６部 藤田　精一(小倉ＬＴＣ)・松本　宗治(ランチタイム)

女子 ７部 竹ノ脇　直美(戸畑テニスクラブ)・小山　香(戸畑テニスクラブ)

参加人数 ８部 角田　久美恵(芦屋テニスクラブ)・山﨑　陽子(ネクストワールド)・

１９０名 ９部 向野　晴美(門司ＬＴＣ)・川田　洋子(オンザロード)

７月 28日 （月） 三萩野庭球場 第40回　北九州ジュニアテニス選手権（18才以下）

29日 （火） 桃園庭球場 男子 Ｓ 木下　息吹(九国大付属高校)

30日 （水） Ｄ 田仲　勇介(九国大付属高校)・荒木　崇徳(九国大付属高校)

参加人数 女子 Ｓ 柚木　杏月(テニスＤＩＶＯ)

延べ４５８名 Ｄ 西野入　杏美(敬愛高校)・西村　紗希(敬愛高校)

８月 31日 （日） 三萩野庭球場 第50回　北九州クラブ対抗テニス大会

９月　６日 （土） 桃園庭球場 男子１部 オン・ザ・ロード

７日 （日） 文化記念庭球場 男子２部 チームＴＤＯ

穴生ドーム 男子３部Ａ 安川電機八幡　Ⅰ

(108チーム) 男子３部Ｂ 小倉ＬＴＣ　Ⅰ

参加人数 女子１部 小倉ＬＴＣ　Ⅰ

延べ９３３名 女子２部 芦屋テニスクラブ　Ⅰ

９月 13日 （土） 三萩野庭球場 第17回　北九州シニアふれあいテニス大会

男子 ＡＧ 脇野　善次（ランチタイム）・安藤　正憲（小倉ＬＴＣ）

ＢＧ 山本　幸介(芦屋テニスクラブ)・原　和彦（テニスＤＩＶＯ）

ＣＧ 御手洗　敏男（Ｇ・Ｈ・Ｉ・Ｔ・Ｓ）・渡邊　孝（小倉ＬＴＣ）

ＤＧ 今城　英雄(丸山クラブ)・本村　道生(小倉ＬＴＣ)

女子 ＥＧ 三浦　真理子（フリー）・濱村　壽子（丸山クラブ）

ＦＧ 原口　洋子（小倉ＬＴＣ）・高住　美世子（三菱マテリアル）

参加人数 ＧＧ 松本　幸子（穴生テニスクラブ）・住本　裕子（フリー）

８０名 ＨＧ 関岡　和子（芦屋テニスクラブ）・永弘　貴子(北九州テニス倶楽部)

　10月 11日 （土） 三萩野庭球場 第52回市民体育祭

12日 （日） 桃園庭球場 第40回　北九州市テニス選手権大会

男子 Ｓ 尾﨑　正敏（八幡）

Ｄ 原　卓磨・浦郷　隆（小倉）

女子 Ｓ 諌山　佳恵（小倉）

Ｄ 村上　千世・諌山　佳恵（小倉）

第40回　北九州市テニス新人王座大会

男子 Ｓ 植木　翼（八幡）

Ｄ 植木　翼・永松　海人（八幡）

女子 Ｓ 川崎　まなみ(八幡)

Ｄ 小坂　裕紀・廣吉　陽子（小倉）

４

会　　場 行 事 名 お よ び 優 勝 者期　　日
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　10月 19日 (日） 桃園庭球場 第52回市民体育祭

第24回　年令別ミックステニス大会（個人戦）

　　30才代 Ｄ 大蔵　謙治(オンザロード)・村上　千世(オンザロード)

　　40才代 Ｄ 高橋　博丈(オンザロード)・高橋　菜穂(Ｗａｔｅｒ　Ｌｉｌｙ)

参加人数 　　50才代 Ｄ 矢野　隆(新日鉄住金八幡)・大槻　良子(穴生テニスクラブ)

延べ４２０名 　　60才代 Ｄ 秋葉　裕美(グランディール)・濱村　壽子(丸山クラブ)

11月 15日 （土） 三萩野庭球場 第54回　北九州ダブルステニス大会

16日 (日） 桃園庭球場 一般男子　　 平井　崇(ｈｉｒａｉ　ＴＳ)・梯　隼人(ｈｉｒａｉ　ＴＳ)

一般女子　　 竹ノ脇　直美(戸畑テニスクラブ)・道脇　知恵(戸畑テニスクラブ)

参加人数 120才以上男子 山内　宗一(ランチタイム)・野田　信次(ランチタイム)

140才以上男子 秋葉　裕美(グランディール)・浅尾　司(小倉ＬＴＣ）

延べ２６２名 120才以上女子 向野　晴美（門司ＬＴＣ）・川田　洋子(オンザロード)

11月 23日 （祭） 三萩野庭球場 第20回　福岡市対北九州市親善テニス大会

　　福岡市　１７　－　１４　北九州市（通算　北九州市：１０勝８敗２引分け）

参加人数１２６名

１月 17日 （土） 穴生ドーム 第39回　北九州室内テニス選手権

18日 （日） 男子 Ｓ 安増　篤史(折尾愛真高校)

25日 (日） Ｄ 尾﨑　正敏(オンザロード)・兼子　周大(アステム)

女子 Ｓ 足立　有香(グランディール)

Ｄ 柚木　静香(テニスＤＩＶＯ)・道脇　知恵(北九州ウエスト)

参加人数 少年 Ｓ 山内　風人(折尾愛真高校)

延べ２０６名 少女 Ｓ 松下　菜々(折尾愛真中学)

２月 15日 （日） 三萩野庭球場 第22回　年令別ミックステニス大会（団体戦）

Ａグループ スマイル・エース 　Ｇグループ　　ウエスト　ワン

Ｂグループ ＢＫＴファミリー 　Ｈグループ　　チーム・スノードロップ　Ⅰ

Ｃグループ ノミ・テニ　１号 　Ｉ グループ　　小倉クラブのキング

参加人数 Ｄグループ 隊長がんばって！ 　Ｊグループ　　だめよ～ダメダメ　なかしゃん

（４５チーム） Ｅグループ がんばれ・ケンちゃん 　Ｋグループ　　ウエスト　ニャン

２７０名 Ｆグループ 小倉クラブのクィーン

２月２８日 （土） 三萩野庭球場 平成26年度指導者講習会　今村　克志氏にＰ＋Ｓ指導者養成講習会

参加人数 ３５名 連盟役員８名他２４名で講義と実践をまじえて実施。

５

会　　場 行 事 名 お よ び 優 勝 者期　　日


