
１　加盟団体の入・退会状況

２８年度 入会団体　：　４団体

フロムＡ（Ｈ28.4.1付）、ＴＴｍＴ（Ｈ28.4.1付）、北築テニスクラブ（Ｈ28.7.21付）

若松高校（Ｈ28.7.25付）

退会団体　： ３団体

小倉高校（Ｈ28.3.1付）、中間高校（Ｈ28.3.1付）

東筑紫短大付幼ママテニス部（Ｈ29.2.28付）

鞘ヶ谷テニスクラブ（Ｈ28.2.29付：28年度資料に間に合わず未掲載）

改名団体　：　１団体

スマッシュテニスクラブ　→　坂村テニスアカデミー

区分変更団体　： ２団体　　２８年度より一般賛助会員　→　一般会員

フォレストホールディングス（アステム改め）

ネクストワールド

◎ 一般会員 ７０団体

◎ 大学・高校・中学校会員 ２４団体

◎ 一般賛助会員 １１団体

合　　計 １０５団体 　（平成２９年３月２１日現在）

２　報告事項

○ 第29回全国健康福祉祭長崎大会（ねんりんピック　長崎2016）：１０/１５～１７

出場者（敬称略）

江口　弘　　仲摩　博至　　熊田　夕美子　　松見　トシ子　　福田　正一　　安部　昌和

出場記録

予選リーグ　　０勝３敗　４位

４位グループトーナメント　長崎県Ｆ、鳥取県、札幌市、茨城県を撃破して優勝の快挙

○ 第59回福岡県民体育大会秋季大会　テニス競技　：　９/２４　於　筑豊緑地テニスコート

出場者（敬称略）

小田原　敦史　渡邉　仁史　長野　加奈　山時　美央　山﨑　烈　上床　菜美子　

鈴木　聡　竹ノ脇　直美

出場記録

１回戦不戦勝、２回戦大野城市を２－１、準決勝遠賀郡を３－０と勝ち進み、

決勝ではミックスをタイブレーク７－４で制して久留米市に２－１で辛勝、２年連続優勝を

果たした。

○ 平成２８年度(公財)北九州市体育協会スポーツ功労者表彰

（平成２８年１２月１２日　於　ステーションホテル小倉）

中島　隆徳　様　（北九州市テニス連盟　副会長）

平成28年度北九州市テニス連盟事業概要

２
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２月 28日 （日） 三萩野庭球場 第35回　北九州ジュニア年令別テニス選手権大会

３月 ５日 （土） 桃園庭球場 男子 18才以下 青木　響真 （北九州ウエストサイドテニスクラブ）

６日 （日） 16才以下 菊池　翼 (九国大付中学)

13日 （日） 14才以下 菊池　翼 (九国大付中学)

12才以下 大神　照太 （北九州ウエストサイドテニスクラブ）

女子 18才以下 白木原　綺歩（八幡南高校）

16才以下 平原　彩香 （テニスＤＩＶＯ）

参加人数 14才以下 平原　彩香 （テニスＤＩＶＯ）

延べ４８２名 12才以下 長谷川　晴佳（テニスＤＩＶＯ）

３月 19日 （土） 穴生ドーム 平成27年度　指導者養成講習会 講師　今村　克志　氏

北九州市テニス連盟役員および地域テニス指導者79名を対象に

参加人数 111名 Ｐ＆Ｓの指導法について座学と実習（児童32名）を行った。

３月 26日 （土） 三萩野庭球場 平成28年度　竹森　正道氏によるジュニアテニス教室

参加人数 ３９名 午前は小中学生１６名、午後は高校生２３名を対象に実施。

３月 27日 （日） 三萩野庭球場 平成28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　Ｄグループ

（テニス）１０６名 総会は105団体中79団体出席（75.2％）

５月 ８日 （日） 三萩野庭球場 第54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 さくら組

１０４名 Ｂブロック チューリップ組

５月 ５日 （木） 三萩野庭球場 第63回　北九州テニストーナメント

７日 （土） 桃園庭球場 男子 Ａ級 Ｓ 那須　敬太 (テニスＤＩＶＯ)

８日 （日） 文化記念庭球場 Ｄ 上床　昌幸(オンザロード)・中村　謙吾(田川テニスクラブ)

14日 （土） 穴生ドーム Ｂ級 Ｓ 平川　豊晃 (九州労災病院)

15日 （日） Ｄ 西野　薫(九州労災病院)・平川　豊晃(九州労災病院)

16日 （月） Ｃ級 Ｓ 松原　侑也 (三萩野クラブ)

17日 (火） Ｄ 岡井　裕太(九州労災病院)・江口　一正(九州労災病院)

22日 （日） 35才以上 Ｓ 中川　竜也 (九州記念病院)

40才以上 Ｄ 小柳　正幸(Ｂ･Ｋ･Ｔ)・高橋　博丈(オンザロード)

45才以上 Ｓ 田代　隆典 (ＳＵＭＣＯ)

50才以上 Ｓ 福母　祐二 (チームＺＥＲＯ９)

Ｄ 鞘野　和彦(行橋テニスクラブ)・鞘野　雅之(行橋テニスクラブ)

55才以上 Ｓ 藤島　幸一 (若松ＬＴＣ)

Ｄ 平井　崇(ｈｉｒａｉ.Ｔ.Ｓ)・中野　新司(小倉ＬＴＣ)

60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)

65才以上 Ｓ 森　哲男 (木陽会)

Ｄ 小林　信幸(北九州テニス倶楽部)・大野　廣(パワーズ)

70才以上 Ｓ 冨高　吉之丞(九州国際ＴＳ)

Ｄ 川﨑　明人(岡垣町硬式テニス連盟)・松本　宗治(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(ランチタイム)・毛利　義夫(ランチタイム)

３

期　　日 会　　場 行 事 名 お よ び 優 勝 者

大野　悦一(木陽会)・甲斐　一徳(木陽会)
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女子 Ａ級 Ｓ 平原　彩香 (テニスＤＩＶＯ)

Ｄ 蓑田　奈津巳(北九州ウエスト)・道中　ゆかり(オーガストＴ.Ｃ)

Ｂ級 Ｓ 大蔵　好珠(北九州ウエスト)

Ｄ 羽出山　万祐美(ビバ Ｔ.Ｃ)・河原　智恵(ビバ Ｔ.Ｃ)

Ｃ級 Ｓ 田中　麻里 (テニス陣原)

Ｄ 松本　幸子 (テニス陣原)・広瀬　真弓(三萩野クラブ)

50才以上 Ｓ 岩本　由美子(エスタ香椎)

Ｄ 岩本　由美子(エスタ香椎)・藤城　治美(ふくいテニスクラブ)

55才以上 Ｓ 牛島　めぐみ(北九州テニス倶楽部)

参加人数 Ｄ 深田　三枝子(足立ガーデンＴＳ)・土橋　雅子(フォーライフ)

延べ９１５名 60才以上 Ｄ 川田　洋子 (足立ガーデン)・林　加代子(ふくいテニスクラブ)

５月 22日 （日） 三萩野庭球場 第10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）　福田　正一(Ｇ.Ｈ.Ｉ.Ｔ.Ｓ)・安部　和昌(オンザロード)

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）　熊田　夕美子(小倉ＬＴＣ)・松見　トシ子(三萩野クラブ)

６月 11日 （土） 三萩野庭球場 第37回　北九州ベテランダブルステニス大会

12日 （日） 桃園庭球場 男子 １部 松井　直(ＦＴＣ)・浦郷　隆(オンザロード)

２部 中野　新司(小倉ＬＴＣ)・平井　崇(ｈｉｒａｉ．ＴＳ)

３部 池田　宏(門司ＬＴＣ)・三浦　哲朗(新日鉄住金八幡)

４部 堤　正勝 (新日鉄住金八幡)・渡辺　和明(新日鉄住金八幡)

５部 山内　宗一(ランチタイム)・秋葉　裕美(グランディール)

６部 平田　博之・木村　和雄(福岡県シニアテニス連盟)

女子 ７部 道脇　知恵(戸畑テニスクラブ)・柚木　静香(テニスＤＩＶＯ)

参加人数 ８部 川口　千佐子(小倉ＬＴＣ)・大谷　道子(オンザロード)

２２６名 ９部 大坪　弘子(三萩野クラブ)・田中　エイ子(北九州ウエスト)

７月 28日 （木） 三萩野庭球場 第42回　北九州ジュニアテニス選手権（18才以下）

29日 （金） 桃園庭球場 男子 Ｓ 福田　光 (九国大付属高校)

30日 （土） Ｄ 楠本　一貴(九国大付属高校)・荒木　崇徳(九国大付属高校)

31日 （日） 参加人数 女子 Ｓ 久家　朋子 (八幡南高校)

延べ８３１名 Ｄ 久家　朋子(八幡南高校)・藤　璃緒(八幡南高校)

９月 10日 （土） 三萩野庭球場 第52回　北九州クラブ対抗テニス大会

11日 （日） 桃園庭球場 男子１部 ９５９　Ⅰ

文化記念庭球場 男子２部 安川電機　八幡

穴生ドーム 男子３部Ａ 春日病院テニスクラブⅠ

(132チーム) 男子３部Ｂ 小倉ローンテニスクラブ　Ⅰ

女子１部 田川テニスクラブ

女子２部 小倉ローンテニスクラブ

参加人数 女子３部Ａ テニス陣原

延べ１１３４名 女子３部Ｂ 舞ケ丘テニスクラブ Ⅰ

10月 ９日 （日） 三萩野庭球場 第19回　北九州シニアふれあいテニス大会

男子 ＡＧ 小林　信幸(北九州テニス倶楽部)・冨高　吉之丞(月曜俱楽部)

ＢＧ 本河　隆明(新日鉄住金八幡)・岩下　仁博（門司ＬＴＣ）

ＣＧ 礒本　勝利(ランチタイムＴＣ)・永井　日出丸(フリー)

ＤＧ 石井　剛(北九州テクノサポート)・藤本　英司(フリー)

女子 ＥＧ 牛島　めぐみ(北九州テニス倶楽部)・小柳　玲子（グランディール）

ＦＧ 松本　幸子（テニス陣原）・中田　三千子（フリー）

参加人数 GＧ 清原　昭世（門司ＬＴＣ）・重岡　みどり（フリー）

７４名 ＨＧ 福田　美知恵（テニス陣原）・高住　美世子（三菱マテリアル）

４

期　　日 会　　場 行 事 名 お よ び 優 勝 者
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　10月 ８日 （土） 三萩野庭球場 第54回市民体育祭

９日 （日） 桃園庭球場 第42回　北九州市テニス選手権大会

23日 （日） 男子 Ｓ 小田原　敦志（戸畑）

Ｄ 村上　達也・上床　昌幸（小倉）

女子 Ｓ 諌山　佳恵（小倉）

Ｄ 村上　千世・諌山　佳恵（小倉）

第42回　北九州市テニス新人王座大会

男子 Ｓ 松岡　竜（八幡）

Ｄ 谷川　尚哉・棚田　竜也（若松）

参加人数 女子 Ｓ 石橋　来沙(八幡)

延べ１,５３７名 Ｄ 尾形　尚美・椎名　美智子（小倉）

　10月 10日 (祭） 三萩野庭球場 第54回市民体育祭

第26回　年令別ミックステニス大会（個人戦）

　　30才代 Ｄ 松平　洋次郎(門司ＬＴＣ)・長野　麻美(門司ＬＴＣ)

　　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 小柳　正幸(Ｂ・Ｋ・Ｔ)・小柳　玲子(グランディール)

延べ１０４名 　　60才代 Ｄ 秋葉　裕美(グランディール)・栗谷　由美子(北九州ウエスト)

11月 12日 （土） 三萩野庭球場 第56回　北九州ダブルステニス大会

13日 (日） 桃園庭球場 一般男子　　 松本　圭右(ＢＫＴ)・山田　泰之(ＢＫＴ)

一般女子　　 尾前　美香(自由ヶ丘ＴＣ)・道中　ゆかり(オーガストＴ．Ｃ)

120才以上男子 片渕　明(芦屋テニスクラブ)・秋葉　裕美(芦屋テニスクラブ)

参加人数 140才以上男子 松本　宗治(ランチタイム)・安藤　正憲(小倉ＬＴＣ)

延べ２８６名 120才以上女子 濱村　恭子(三萩野クラブ)・中山　千春(戸畑テニスクラブ)

11月 23日 （祭） 三萩野庭球場 第22回　福岡市対北九州市親善テニス大会

　　福岡市　１３　－　２０　北九州市（通算　北九州市：１１勝９敗２引分け）

参加人数１３３名

１月 14日 （土） 穴生ドーム 第41回　北九州室内テニス選手権

15日 （日） 男子 Ｓ 野瀬　顕　(グランディール)

22日 （日） Ｄ 兼子　周大(アステム)・渡邉　仁史(アステム)

女子 Ｓ 諌山　佳恵　（小倉ＬＴＣ）

Ｄ 村上　千世(Water Lily)・諌山　佳恵(小倉LTC)

参加人数 少年 Ｓ 松岡　竜　(グランディール)

延べ１９７名 少女 Ｓ 長谷川　晴佳　(テニスＤＩＶＯ)

２月 ４日 （土） 総合体育館 平成28年度　指導者養成講習会（メディカルセミナー） 講師　西井　章裕　氏

大会議室 北九州市テニス連盟役員および地域テニス指導者74名を対象に

参加人数 75名 「怪我をしない身体づくり」について講習会を行った。

２月 12日 （日） 三萩野庭球場 第24回　年令別ミックステニス大会（団体戦）

Ａグループ 　　　

Ｂグループ スマイルエース 　　　

Ｃグループ 穴生にしやがれ・グリーン

参加人数 Ｄグループ 哲子と息子と哲生がいない部屋

（４３チーム） Ｅグループ 　　　　　　　　　　 

Fグループ

Ｇグループ 楽しければ良いじゃない会

Ｈグループ 精進します。

Ｉ グループ 君の名は？芦屋みりんと芦屋釜

２５８名 Ｊグループ 「カレー屋ＭＩＣＨＩＮＡＫＡ」　　　

５

期　　日 会　　場 行 事 名 お よ び 優 勝 者

まだ本気出してないだけ

チーム・スノードロップ

ＴＵＮＣ２


