
令和２年３月２９日
北九州市テニス連盟加盟団体御中

北九州市テニス連盟
会長　本村 道生

           令和１年度北九州市テニス連盟定時総会書類審議のお願い

謹啓　春ま近の候、加盟団体様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、３月２９日（日）に予定しておりました、　　
「総会テニス｣｢総会」｢指導者養成講習会」を残念ながら中止いたします。　　　　　　

　つきましては、令和１年度の総会は「書類審議」といたしますので、添付の審議資料に
お目通しいただき､総会報告への賛否およびご意見について､別添の回答書をもってご回答
くださいますようお願い申し上げます｡
　なお回答書の書式は連盟ＨＰにアップしますのでメールをご利用の方は書式をダウンロードされて
ご回答くださるようお願いいたします。

    以上､よろしくお願いいたします。
謹白

〇総会資料書類審査の結果

　３月２９日付でお願いしていました標記結果をお知らせします。

　４月半ばには回答書をいただいていましたが、新型コロナ
ウイルス感染防止のために大会開催・中止の検討やその
後処理に紛れてしまい報告が遅くなりましたことをお詫び
申しあげます。

　返送された回答書はすべて「異議なし」で以下のとおりです。

・一般加盟団体　　：４５/６６
・賛助加盟団体　：７/１１
・学校加盟団体　：１６/２８
　　合計　　　　：６８/１０５（６５％）



           令和１年度北九州市テニス連盟定時総会（書類審議）　回答書

令和 ２年　 　月　　　日

貴クラブ名　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

代表者氏名　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

 総会報告への   １　異議あり
 賛否 （どちらかに〇をつけてください）

  ２　異議なし

 上記「１」を選択された方は、その理由をご説明ください。

 異議の理由

 ご意見

提出期限 ３月２５日（水）

北九州市テニス連盟事務局 TEL ０８０－４２８２－３４６７
FAX ０９３－６４１－２７４１
メール tanakayoshi1969122@yahoo.co.jp

mailto:tanakayoshi1969122@yahoo.co.jp


〇令和１年度　事業報告

多くの大会で参加人数が減少した。とくにジュニアの二大会と北九州テニストーナメントが顕著であった。

令和２年度以降、みなさまのご協力を得て参加者増のための取り組みが必要と考えられる。

・北九州トーナメントは雨天にたたられながらも予備日を使用して終了できた。

・北九州ダブルスにおいて140才以上の参加者が少なかった。原因として70才代の選手が出づら

　かったことが考えられるため、合計年令150才以上の種目増設を検討する。

〇令和１年度　収支決算報告

上記参加者数の減少による50万円弱の減収と市体協助成金の取りやめで予算より

約46万円の収入減となったことにより単年度で３万円強の赤字となった。

〇令和２年度　事業計画（案）

令和１年度の事業を踏襲して計画案を作成した。

〇令和２年度　収支予算書（案）

参加料収入を減少した前年度並みに設定し、その分の支出を抑えるために

・ジュニアの副賞（図書カード）を廃止する。

・本ドローの作成数見直しによる印刷費の削減を図る。

〇役員改選について（２年ごと）

・退任理事　１名　副理事長　藤田　精一　氏　

・新任理事　２名　山崎　伸也　氏（日本製鉄八幡）、笹川　正秀　氏（北九州テニス倶楽部）

令和１年度　定時総会

北九州市テニス連盟

（ 書 類 審 議 資 料 ）



１　加盟団体の入・退会状況

2019年度 入会団体　：　４団体

グローバルアリーナ（H31.3.1付）、北九州高校（R1.6.14付）

若松高校（R1.6.24付）、行橋テニスサークル（R1.11.12付）

退会団体　：　４団体

紫川河畔クラブ（H31.2.28付）、パワーズ（R2.1.31付）

TEAM　ZEN（R2.2.19付）、ＴＣ－ＧＡＯ(R2.2.29付)

◎ 一般会員 ６６団体

◎ 大学・高校・中学校会員 ２８団体

◎ 一般賛助会員 １０団体

合　　計 １０４団体 　（令和２年２月２９日現在）

２　報告事項

○ 第３２回全国健康福祉祭和歌山大会（ねんりんピック　紀の国和歌山2019）：１１/９～１１

出場者（敬称略）

仲摩　博至　村松　悦爾　濱村　恭子　小串　節子　中野　新司　中田　成二

出場記録

予選リーグ　　１勝２敗　３位

３位グループトーナメント　２回戦新潟県に１-２と惜敗しました。

○ 第６２回福岡県民体育大会秋季大会　テニス競技　：　９/２１　於　筑豊緑地公園テニスコート

出場者（敬称略）

監督　中野　新司　マネージャ　竹ノ脇　直美（選手兼任）

坂本　悠輔　松井　直　宮地　真知香　吉元　美咲　小田原　敦史　長嵜　晴香　浦郷　隆　

出場記録

１回戦不戦勝、２回戦古賀市を２－１、準決勝糟屋郡を２－１と勝ち進み、

決勝では福岡市に２－１で勝利、２年連続４度目の優勝を勝ち取った。

○ 令和１年度(公財)北九州市スポーツ協会スポーツ功労者表彰

（令和１年１２月１０日　於　ステーションホテル小倉）

浦部　好富　様　（北九州市テニス連盟　理事長）

〇 令和１年度　Ｐ＆Ｓ実施状況

・令和１年８月７日（水）１３時～１５時　若松庭球場

　　指導者：若松ＬＴＣ　８名　及び　簑田　和香子氏　

　　対象者：児童及び保護者　総勢　２０名

令和１年度北九州市テニス連盟事業概要
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令和１年度　事業報告（1/3） 参加人数の()内は前年からの増減数

２月 ２４日 （日） 三萩野庭球場 第３９回　北九州ジュニア年令別テニス選手権大会

３月 ３日 （日） 桃園庭球場 男子 18才以下 谷崎　恭祐 (北九州高専)

１０日 （日） 穴生ドーム 16才以下 山口　隼人 （北九州ウエスト）

14才以下 沼口　昇永 （グランディール）

12才以下 松本　拓真 （テニスＤＩＶＯ）

女子 18才以下 長谷川　晴佳（テニスＤＩＶＯ）

参加人数 16才以下 古野　ももか（北九州ウエスト）

延べ４４６名 14才以下 古野　ももか（北九州ウエスト）

(－１１８名) 12才以下 岩中　暮里 （グランディール）

３月 ３１日 （日） 三萩野庭球場 2019年度　定期総会およびクラブ代表者テニス大会

テニス参加人数 ４グループに分かれてのリーグ戦　第１位　Ｄグループ

１１２名(－８名) 総会は105団体中78団体出席（74％）

３月 ２７日 （水） 桃園庭球場 平成31年度　竹森　正道氏によるジュニアテニス教室

参加人数 ６６名 午前は小中学生２６名、午後は高校生４０名を対象に実施。

５月 １２日 （日） 三萩野庭球場 第２１回レディスフェスティバルテニス大会

参加人数 Ａブロック さくら組

１１２名(－１２名) Ｂブロック チューリップ組

５月 ４日 （土） 三萩野庭球場 第６６回　北九州テニストーナメント

５日 （日） 桃園庭球場 男子 Ａ級 Ｓ 坂本　悠輔 (オンザロード)

１１日 （土） 穴生ドーム Ｄ 坂本　悠輔(オンザロード)・浦郷　隆(オンザロード)

１２日 （日） 若松庭球場 Ｂ級 Ｓ 前田　翔哉 (折尾愛真中学校)

１３日 （月） Ｄ 鬼塚　健(北九州ウエスト)・川崎　彰男(三萩野クラブ)

１４日 (火） Ｃ級 Ｓ 大西　宏毅 (新菱)

１５日 （水） Ｄ 岩崎　剛(日本製鉄八幡)・磯田　猛彦(小倉ＬＴＣ)

１８日 （土） 35才以上 Ｓ 棚橋　直之 (ＦＴＣ)

１９日 （日） 40才以上 Ｄ 小柳　正幸・小田　浩司(Ｂ･Ｋ･Ｔ)

２６日 （日） 45才以上 Ｓ 西　昌英 (ファーストＴＣ)

50才以上 Ｓ 知屋城　浩 (田川テニスクラブ)

55才以上 Ｓ 中西　洋 (安川電機八幡)

Ｄ 堤　正勝・三浦　哲朗(日本製鉄八幡)

60才以上 Ｓ 岡田　賢司 (北九州ウエスト)

Ｄ 片渕　明(芦屋テニスクラブ)・秋葉　裕美(グランディール)

65才以上 Ｓ 原田　治親 (筑紫野市テニス協会)

Ｄ 原田　治親(筑紫野市テニス協会)・守田　正治(テニス陣原)

70才以上 Ｓ 森　哲男 (木陽会)

Ｄ 安藤　正憲(小倉ＬＴＣ)・脇野　善次(ランチタイム)

75才以上 Ｓ 浅尾　司 (小倉ＬＴＣ)

Ｄ

80才以上 Ｄ 原　辰男・毛利　義夫(ＦＫＴＣ)

女子 Ａ級 Ｓ 大蔵　好花 (北九州ウエスト)

Ｄ 小田　菜摘(テニスＤＩＶＯ)・小田　陽菜(テニスＤＩＶＯ)

Ｂ級 Ｓ 田中　麻里 (テニス陣原)

Ｄ 小手川 陽子(グローバルアリーナ)・因幡 亮子(芦屋テニスクラブ)

Ｃ級 Ｓ 八郷　まどか（Ｇ.Ｈ.Ｉ.Ｔ.Ｓ）

Ｄ 若井　綾加・郡谷　里恵子（北九州市役所）

参加人数 55才以上 Ｓ 岩本　由美子(エスタインドアテニスステージ)

延べ８１０名 Ｄ 岩本　由美子(エスタＩ.Ｔ.Ｓ)・藤城 治美(ふくいテニスクラブ)

(－１０８名) 60才以上 Ｄ 深田　三枝子(足立ガーデンＴＳ)・土橋　雅子(フォーライフ)

２

期　　日 会　　場 行 事 名 お よ び 優 勝 者

川﨑　明人(岡垣テニスクラブ)・松本　宗治(ランチタイム)



令和１年度　事業報告（2/3） 参加人数の()内は前年からの増減数

５月 １９日 （日） 三萩野庭球場 第１３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）　中野　新司(小倉ＬＴＣ)・中田　成二(北九州市役所)

参加人数　１８名 ２部（70才以上男子）　村松　悦爾(日本製鉄八幡)・仲摩　博至（日本製鉄八幡）

(－４名) ３部（60才以上女子）　濱村　恭子(三萩野クラブ)・小串　節子(小倉ＬＴＣ)

６月 ８日 （土） 三萩野庭球場 第４０回　北九州ベテランダブルステニス大会

９日 （日） 桃園庭球場 男子 １部 大平　亮(オンザロード)・和田　豊(オンザロード)

穴生ドーム ２部 田尻　知大(芦屋テニスクラブ)・野間　廉(日本製鉄八幡)

３部 小柳　正幸(B．Ｋ．Ｔ)・片渕　明(芦屋テニスクラブ)

４部 野田　信次 (ランチタイム)・秋葉　裕美(グランディール)

５部 不成立

女子 ６部 畑田　節子(グローバルアリーナ)・西尾　展恵(NISHIO FACTORY)

参加人数 ７部 道中　ゆかり(オーガストＴＣ)・増本　尚子(テニスＤＩＶＯ)

２４２名 ８部 吉岡　かをる(戸畑テニスクラブ)・川口　千佐子(小倉ＬＴＣ)

(＋１４名) ９部 堀口　雅恵(北九州ウエスト)・川田　洋子(オンザロード)

７月 ３０日 （火） 三萩野庭球場 第４５回　北九州ジュニアテニス選手権（18才以下）

３１日 （水） 桃園庭球場 男子 Ｓ 上田　吏恩 (九国大付属高校)

８月 １日 （木） 参加人数 Ｄ 廣島　朋哉(折尾愛真高校)・田中　光希(折尾愛真高校)

２日 （金） 延べ７８７名 女子 Ｓ 大﨑　みらの （八幡南高校）

(－８７名) Ｄ 小田　菜摘(テニスＤＩＶＯ)・小田　陽菜(テニスＤＩＶＯ）

９月 ７日 （土） 三萩野庭球場 第５５回　北九州クラブ対抗テニス大会

８日 （日） 桃園庭球場 男子１部 ９５９

浅生ＳＣ庭球場 男子２部 ＴＯＴＯ

穴生ドーム 男子３部Ａ 春日病院テニスクラブ 男子３部Ｂ　ひびしんクラブ

若松庭球場 男子シニア 春日病院テニスクラブⅠ

(１２３チーム) 女子１部 田川テニスクラブ

参加人数 女子２部 テニスＤＩＶＯⅢ

延べ１､１３６名 女子３部Ａ 日本製鉄八幡 女子３部Ｂ　らいふわーく

(＋２２名) 女子シニア 北九州ウエストサイドテニスクラブ

９月 １５日 （日） 三萩野庭球場 第２２回　北九州シニアふれあいテニス大会

男子 ＡＧ 安藤　正憲(小倉ＬＴＣ)・渡辺　和明(日本製鉄八幡)

ＢＧ 浅尾　司(小倉ＬＴＣ)・三浦　正治(ＴＵＮＣ)

ＣＧ 新田　芳巳(フリー)・清水　正夫(フリー)

女子 ＤＧ 合馬　晶子(オーガストＴＣ)・森田　美由紀(北九州テニス倶楽部)

参加人数 ＥＧ 松本　幸子(テニス陣原)・釘尾　睦(フリー)

７５名 ＦＧ 河口　雅子(丸山クラブ)・樋渡　陽子(フリー)

(＋１７名) ＧＧ 山口　清香（テニスＤＩＶＯ）・前田　実千子（三萩野クラブ）

１０月 １２日 （土） 三萩野庭球場 第５７回市民体育祭

１３日 （日） 桃園庭球場 第４５回　北九州市テニス選手権大会

男子 Ｓ 堤　優真（八幡）

Ｄ 野村　泰斗・西村　大誠（八幡）

女子 Ｓ 福田　優（戸畑）

Ｄ 諌山　佳恵・後藤　杏里（小倉）

第４５回　北九州市テニス新人王座大会

男子 Ｓ 品田　杏祐（小倉）

参加人数 Ｄ 木下　裕貴 ・中　裕二（小倉）

延べ１,５２３名 女子 Ｓ 岩中　暮里 (八幡)

(＋１８２名) Ｄ 馬淵　芽・柴尾　莉緒（若松）

３

会　　場 行 事 名 お よ び 優 勝 者期　　日



令和１年度　事業報告（3/3） 参加人数の()内は前年からの増減数

　１０月 １４日 (祭） 三萩野庭球場 第５７回市民体育祭

第２９回　年令別ミックステニス大会（個人戦）

　　30才代 Ｄ 山辺　剛(ＫＴＳ)・上田　智美(ＫＴＳ)

参加人数 　　40才代 Ｄ 十時　民雄(オン・ザ・ロード)・谷岡　ゆかり(テニスＤＩＶＯ)

延べ１１２名 　　50才代 Ｄ 小野　敏孝(日本製鉄八幡)・松本　早苗(日本製鉄八幡)

(＋１６名) 　　60才代 Ｄ 秋葉　裕美(グランディール)・金田　光子(穴生テニスクラブ)

１１月 １６日 （土） 三萩野庭球場 第５９回　北九州ダブルステニス大会

１７日 (日） 桃園庭球場 一般男子　　 中野　新司(オン・ザ・ロード)・小田原　敦志(オン・ザ・ロード)

一般女子　　 今岡　真理(日本製鉄八幡)・高比良　葉子(日本製鉄八幡)

120才以上男子 塩田　一彦(グランディール)・秋葉　裕美(グランディール)

参加人数 140才以上男子 住本　正(月曜倶楽部)・冨高　吉之丞(ひびしんクラブ)

延べ２７４名 120才以上女子 川田　洋子(オン・ザ・ロード)・堀口　雅恵(北九州ウエスト)

(－２２名) 140才以上女子 合馬　晶子(オーガストＴＣ)・河原　孝子(北九州ウエスト)

１１月 ２３日 （日） 博多の森競技場 第２５回　福岡市対北九州市親善テニス大会

　　福岡市　１９　－　１４　北九州市（通算　北九州市：１３勝１０敗２引分け）

参加人数１４０名

１月 １１日 （土） 穴生ドーム 第４４回　北九州室内テニス選手権

１３日 （月） 男子 Ｓ 堤　優真 (オン・ザ・ロード)

１９日 （日） Ｄ 那須　敬太(テニスＤＩＶＯ)・大田　駿介(テニスＤＩＶＯ)

女子 Ｓ 長嵜　晴香 (北九州ウエスト)

Ｄ 長嵜　晴香(北九州ウエスト)・青木　里佳(北九州ウエスト)

参加人数 少年 Ｓ 谷崎　恭祐　(北九州高専)

延べ２０6名 少女 Ｓ 大﨑　みらの　(八幡南高校)

２月 １５日 （土） 三萩野庭球場 第２７回　年令別ミックステニス大会（団体戦）

一般の部

新型コロナウィルス感染防止のため中止

参加人数

シニア シニアの部

１３チーム Ｈグループ

Ｉグループ

７８名 Ｊグループ ウエスト・ワン

４

期　　日 会　　場 行 事 名 お よ び 優 勝 者

ＡＮＯと雪の王様

晴れたらいいね



令和２年度　事業計画（案）

Ｒ２年 3/ 29 (日) 令和２年度　定時総会（クラブ代表テニス大会） ○
4/ 11 (土) 第７２回全九州クラブ対抗テニス大会 ○

12 (日) ○
5/ 6 (水) 第６７回北九州テニストーナメント ○ ○

9 (土) ○ ○ ○ ○ ○ ○
5/ 10 (日) 第２３回レディスフェスティバルテニス大会 ○

(予備) 5/ 13 (水) ○
10 (日) ○ ○ ○ ○ ○
16 (土) ○ ○
17 (日) 第６７回北九州テニストーナメント （三萩野２面ソフトテニス） ○ ○
18 (月) ○
19 (火) ○
20 (水) ○
23 (土) ○
24 (日) 併催 第１４回ねんりんピック選手選考会（10/31　岐阜県） ○

(予備) 31 (日) ○
6/ 6 (土) 第４１回北九州ベテランダブルステニス大会 ○ ○ ○

7 (日) ○ ○
(予備） 28 (日) ○

7/ 24 (金) 第４６回北九州ジュニアテニス選手権 ○ ○
25 (土) ○ ○
27 (月) ○ ○
28 (火) ○

(予備） 1 (土) ○
9/ 5 (土) 【テニスの日行事】第５６回北九州クラブ対抗テニス大会 ○ ○ ○ ○ ○

6 (日) ○ ○ ○
(予備） 13 (土) ○

10/ 3 (土) 第２３回北九州シニアふれあいテニス大会 ○
(予備） 4 (日) ○

　10/ 10 (土) （市民体育祭） 第４６回北九州市テニス選手権・新人王座 ○ ○
11 (日) 第４６回北九州市テニス選手権・新人王座 ○ ○
17 (土) 第３０回年令別ミックステニス大会（個人戦） ○

(予備） 24 (土) 〇
11/ 14 (土) 第６０回北九州ダブルステニス大会 ○ ○

15 (日) ○ ○
(予備） 22 (日) ○

11/ 23 (祭) 第２６回福岡市対北九州市親善テニス大会 ○
Ｒ３年 1/ 16 (土) 第４５回北九州室内テニス選手権 ○

17 (日) ○
24 (日) ○

2/ 13 (土) 第２８回年令別ミックステニス大会（団体戦） ○
14 (日) ○

(予備） 21 (日) ○
2/ 23 (祝) 第４１回北九州ジュニア年令別テニス大会 ○ 〇

28 (日) ○ 〇
7 (日) 〇

20 (祝) 〇
(予備） 21 (日) ○

28 (日) 令和３年度　定時総会（クラブ代表テニス大会） ○
Ｒ２.２.４

北九州市テニス選手権及び新人王座の各区予選日程

門司区 6/13.14 （予備6/20,21） 6/13.14 （予備6/20,21） 　門司、田野浦
小倉南北区 4/4,5,11 （予備　4/12） 1/18,19,25 （予備　1/26） 　三萩野
戸畑区 6/27,28 6/27,28 　穴生ドーム
八幡東西区 7/11,12 （予備　7/23） 4/4,18 （予備　4/26） 　桃園
若松区 4/4,5 (予備　4/19） 6/13,14 （予備　6/21） 　若松

［その他］
5/3 (予備　5/4） 第47回北九州夫婦トーナメント 　門司庭球場
7/19 (予備　7/26) 第59回北九州親子トーナメント 　門司庭球場
9/21 (予備　9/22) 第24回レトロ門司１４０ 　門司庭球場
9/26 第63回福岡県民体育大会 　博多の森競技場
10/18 若松区ミックスオープン 　若松庭球場
10/25 （予備　11/1) 第２２回初級ダブルストーナメント 　三萩野庭球場

６

地　　　　区 選　　手　　権 新　人　王　座 使用庭球場

日　　　　　　程 行　　　　　　事 使用庭球場

北九州市テニス連盟

大会開催日 行　　事　　名　　称

会　　場

三
萩
野

桃
　
　
園

文
化
記
念

穴
生
ド
ー

ム

若
　
　
松

浅
生
Ｓ
Ｃ



令和２年度 北九州市テニス連盟 加盟団体名簿 一般団体 (1/4)

№ 所属区

1 小野田化学工業 角野　賢司  門  司

2 ＪＲ九州テニス部 大畑　剛史  門  司

3 門司ローンテニスクラブ 古井　美知伸  門  司

4 丸山クラブ 濱村  壽子  門  司

5 春日病院 本村　春守  門　司

6 北九州市役所硬式テニス部 田端　亮平  小倉北

7 小倉ローンテニスクラブ 中野  新司  小倉北

8 TOTO硬式庭球部 鈴木　隆太郎  小倉北

9 三萩野クラブ 藤岡  祐久  小倉北

10 グリーンヒルズインドアテニススクール 渡辺　久美子  小倉北

11 オンザロード 小山  大輔  小倉北

12 ビバテニスクラブ 加藤　裕子  小倉北

13 足立クラブ 岡本  彰子  小倉北

14 オーガストT.C. 大茂　繭子  小倉北

15 コゲツ産業 永野    猛  小倉北

16 ビッグ・スランジェ・テニスクラブ 福田  貴一  小倉北

17 Ｆ・Ｔ・Ｃ 森下　敬介  小倉北

18 ＮＢＳテニスクラブ 横山　富自雄  小倉北

19 teamＷＯ.ＴＡＫ 梅田　明日香  小倉北

20 NISHIOFACTORY 西尾　聖  小倉北

21 テニスＤＩＶＯ 大山　晶子  小倉南

22 坂村テニスアカデミー 坂村　剛  小倉南

23 九州労災病院 西野  　薫  小倉南

24 ＴＵＮＣ 河野  誠司  小倉南

25 ＫＯＮ・ＴＣ 近藤  茂代  小倉南

26 club-ＫＡＩＮＡ 大井　慈文  小倉南

27 ＫＴＳ 上田　智美  小倉南

28 舞ヶ丘テニスクラブ 久生　良太  小倉南

29 三菱マテリアル 松本　康昭 小倉南

30 Ｌｕｎｃｈｔｉｍｅテニスクラブ 野田　信次 小倉南

31 らいふわーく 秦　哲也 小倉南

32 ブンブンクラブ 小林　卓也 小倉南

33 戸畑エースクラブ 馬場　善則  戸　畑

34 戸畑テニスクラブ 松永  圭司  戸　畑

35 ＮＰＤテニス同好会 神崎  秀信  戸　畑

36 Ｂ･Ｋ･Ｔ 福田  　博  戸　畑

北九州市テニス連盟関係以外には利用しないで下さい

 加盟団体名 連 絡 先
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　 令和２年度 北九州市テニス連盟 加盟団体名簿 一般団体 (2/4)

№ 所属区

37 ウイニングエッジ 藤原　幸裕  戸　畑

38 戸畑高校硬式庭球部OB会 上田  信和  戸　畑

39 テニスやってるよ。 花田　浩二  戸　畑

40 日揮触媒化成テニス部 柏田　真吾  若　松

41 若松ローンテニスクラブ 久家　健太  若  松

42 北九州テニス倶楽部 小林　信幸  若　松

43 楽良会 照屋　隆二  若　松

44 ジェイアンドジェイ 斉藤　真也  若　松

45 ９５９ 井村　慎一郎  若　松

46 フォレストホールディングス 渡邉　仁史  若　松

47 桃園ローンテニスクラブ 東　義政  八幡東

48 新日鉄住金八幡 安倍　秀貴  八幡東

49 三井ハイテック 白川  陽介  八幡西

50 安川電機八幡 白石　淑美  八幡西

51 穴生テニスクラブ 中山　謙二  八幡西

52 北九州ウエストテニスクラブ 井上  丈士  八幡西

53 新菱テニス部 大坪　佳介  八幡西

54 チーム･スノードロップ 浅野  泰子  八幡西

55 ひびしんクラブ 星子  和美  八幡西

56 hiraiTS 平井　　崇  八幡西

57 木屋瀬テニスクラブ 渡邉　治幸  八幡西

58 チームＴＤＯ 相川  清志  八幡西

59 月曜倶楽部 中田　猛  八幡西

60 グランディールテニスクラブ 松尾　昇一郎  八幡西

61 ＴＳ.ＴＲＹ 庄野屋　幸雄  八幡西

62 ＭＣＣ黒崎OB会 浦部　好富  八幡西

63 テニス陣原 守田　正治  八幡西

64 KFD 清水　拓真  八幡西

65 フロムＡ 森　憲一  八幡西

66 ＴＴｍＴ 小林　雅則  八幡西

67

68

69

70

71

北九州市テニス連盟関係以外には利用しないで下さい

 加盟団体名 連 絡 先
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  令和２年度 北九州市テニス連盟 加盟団体名簿－学校関係 (3/4)

№ 所属区

1 折尾愛真短期大学 船津　昌彰

2 北九州工業高等専門学校 井上　昌信

3 小倉高等学校 前　賢生

4 小倉東高等学校 舛田　恵美

5 戸畑高等学校 田中  良知

6 明治学園高等学校 吉澤  　剛

7 高稜高等学校 澤田  貴之

8 九国大学付属高等学校 山口　草太

9 折尾愛真高等学校 田村 謙吾

10 東筑高等学校 伊達　俊彦

11 八幡高等学校 重藤　真二

12 折尾高等学校 喜多村　道信

13 八幡中央高等学校 大村　弘之

14 八幡南高等学校 古川  憲司

15 京都高等学校 溝口　信也

16 小倉商業高等学校 藤津　彰宏

17 八幡工業高等学校 染矢 真宏

18 戸畑工業高等学校 西牟田　哲也

19 敬愛高等学校ﾃﾆｽ部 角野　淳

20 小倉西高等学校 岡村　優樹

21 北筑高等学校 大谷　陽一

22 中間高等学校 中村　繁

23 鞍手高等学校 上野　久美子

24 直方高等学校 奈良田　健司

25 苅田工業高校 熊谷　昌紀

26 九州共立大学 平井　崇

27 北九州高等学校 和田　法明

28 若松高等学校 徳島　彰

北九州市テニス連盟関係以外には利用しないで下さい

 加盟団体名 連 絡 先
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  令和２年度 北九州市テニス連盟 加盟団体名簿 －賛助団体 (4/4)

№ 所属区

1 行橋テニスクラブ 阿部　清人  小 倉

2 苅田ローンテニスクラブ 上田　貴通  小 倉

3 安川電機行橋工場 勝井　紀雄  小 倉

4 ＹＹClub 山田　知絵  小 倉

5 豊前テニスクラブ 友尾    靖  小 倉

6 田川テニスクラブ 久良知　宗一郎  小 倉

7 行橋テニスサークル 綱島　晴久  小 倉

8 芦屋テニスクラブ 山下　めぐみ  若 松

9 グローバルアリーナ 土橋　博志  若 松

10 水巻シニアテニスサークル 高橋　一弘  若 松

11 岡垣町硬式テニス連盟 村上　智恵子  八 幡

12

  　　                                    　北九州市テニス連盟関係以外には利用しないで下さい

 加盟団体名 連 絡 先
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2020/3/29

本村　道生

中島　隆徳

浅尾　司 小倉LTC 小倉南北区担当

柊山　幸志郎

浦部　好富

石井　　将

（ ア イ ウ エ オ 順 ） 井上　丈士

井上　恒夫

今藤　弘 門司ＬＴＣ 門司区担当

浦郷　隆 オン・ザ・ロード

古賀　芳男 戸畑区担当

小林　信幸

笹川　正秀

中田　成二

中野　新司

中山　謙二

幡吉　直彦

簔田　孝一 八幡東西区担当

山崎　伸也

和田　法明

（ ア イ ウ エ オ 順 ） 小串　節子 女子連窓口

佐藤　敦子

竹ノ脇　直美

濱村　恭子

藤山　敦子

松本　早苗

田中　義之

首藤　浩文

岩見　一広

森光　真澄会　計　監　査

女子連

女子連

女子連

北九州市テニス連盟

女子連

女子連

会　計　理　事

若松ＬＴＣ

女子連

小倉ＬＴＣ

理　　　　　　事

安川電機八幡

TOTO

氏　　　　　名

高体連

事　務　局　長
（兼理事）

日本製鉄八幡

会　計　監　査

北九州テニス倶楽部

北九州テニス倶楽部

日本製鉄八幡

理　　事　　長

104

備　　　考

TOTO

団体名

加盟団体数

加盟人員数

副　理　事　長

北九州ウエスト

所　　　属

小倉ＬＴＣ

戸畑テニスクラブ

若松区担当

令和２年度　　北九州市テニス連盟　　役員名簿

〒806-0061　北九州市八幡西区
　　　　　　　京良城町10－36－401
☎093-641-2741　田中義之　方

事務局
所在地

門司ＬＴＣ

役　　　　職　　　　名

会　　　　　　長

5,000

副　　会　　長

ＭＣＣ黒崎ＯＢ会

小倉ＬＴＣ

北九州市役所

女子連

日本製鉄八幡

小倉ＬＴＣ

穴生テニスクラブ

８


