
１　加盟団体の入・退会状況

２７年度 入会団体　：　２団体

直方高校（Ｈ27.5.22付）、苅田工業高校（Ｈ28..1.20付）

退会団体　： ２団体

スーパーショット（Ｈ28.2.5付）、ＳＨＰＣ（Ｈ28.2.5付）

◎ 一般会員 ６７団体

◎ 大学・高校・中学校会員 ２５団体

◎ 一般賛助会員 １３団体

合　　計 １０５団体 　（平成２８年３月２１日現在）

２　報告事項

○ 第28回全国健康福祉祭やまぐち大会（ねんりんピック　おいでませ！山口2015）：１０/１７～２０

出場者（敬称略）

小川　恵造　　笠野　博稔　　濱村　壽子　　竹井　陽子　　峯　一士　　原　和彦

出場記録

予選リーグ　　１勝２敗　３位（得失点差）

３位グループトーナメント　２回戦（初戦）１－２で広島県に惜敗

○ 第58回福岡県民体育大会秋季大会　テニス競技　：　９/１９　於　博多の森競技場

出場者（敬称略）

濱本　和晃　渡邉　仁史　長野　加奈　山時　美央　尾﨑　正敏　田中　菜美子　

山﨑　烈　竹ノ脇　直美

出場記録

１回戦大宰府市、２回戦福岡市、準決勝行橋市、すべて３－０で完勝。

決勝でも久留米市に３－０で完勝し、過去２年の雪辱を果たした。

○ 平成２７年度文部科学省生涯スポーツ功労者表彰

（平成２７年１０月９日　於　東京都千代田区中央合同庁舎第７号館３階講堂）

浅尾　司　様　（北九州市テニス連盟　副会長）

○ 平成２７年度(公財)北九州市体育協会スポーツ功労者表彰

（平成２７年１２月９日　於　ステーションホテル小倉）

鍋島　幸次　様　（北九州市テニス連盟　監査）

平成27年度北九州市テニス連盟事業概要

２
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３月 ７日 （土） 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

８日 （日） 男子 18才以下 木下　息吹 （九国大付属高校）

１５日 （日） 16才以下 古賀　聖也 （グランディールテニスクラブ）

２１日 （祭） 14才以下 松岡　竜 （グランディールテニスクラブ）

12才以下 副田　太樹 （テニスＤＩＶＯ）

女子 18才以下 足立　有香 （グランディールテニスクラブ）

16才以下 大﨑　みらの（北九州ウエストサイドテニスクラブ）

参加人数 14才以下 大﨑　みらの（北九州ウエストサイドテニスクラブ）

延べ５６７名 12才以下 長谷川　晴佳（テニスＤＩＶＯ）

３月２８日 （金） 三萩野庭球場 平成27年度　竹森　正道氏によるジュニアテニス教室

参加人数 ３１名 午前は小中学生７名、午後は高校生２４名を対象に実施。

３月 27日 （日） 三萩野庭球場 平成27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）１０４名 総会は105団体中77団体出席（73.3％）

５月１０日 （日） 三萩野庭球場 第53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 たんぽぽ組

６４名 Ｂブロック カーネーション組

５月 ５日 （水） 三萩野庭球場 第62回　北九州テニストーナメント

９日 （土） 桃園庭球場 男子 Ａ級 Ｓ 那須　敬太 (テニスＤＩＶＯ)

10日 （日） 文化記念庭球場 Ｄ 上床　昌幸(田川テニスクラブ)・濱本　和晃(オンザロード)

16日 （土） 穴生ドーム Ｂ級 Ｓ 西川　誠 (ＴＵNＣ)

17日 （日） Ｄ 鈴木　充(ウイニングエッジ)・藤原　章裕(ウイニングエッジ)

21日 （木） Ｃ級 Ｓ 鬼塚　健 (穴生テニスクラブ)

22日 (金） Ｄ 木村　和美(Ｂ･Ｋ･Ｔ)・笹川　正秀(北九州テニス倶楽部)

23日 （土） 45才以上 Ｓ 青山　裕 (Ｊ’ｓｏｎｓ)

24日 （日） 50才以上 Ｓ 中川　宏彰 (若久テニスクラブ)

Ｄ 鞘野　雅之(行橋テニスクラブ)・鞘野　和彦(行橋テニスクラブ)

55才以上 Ｓ 秋葉　裕美 （グランディールテニスクラブ）

Ｄ 山内　宗一 (新日鉄住金八幡)・秋葉　裕美（グランディール）

60才以上 Ｓ 岡本　裕二 (芦屋テニスクラブ)

Ｄ 脇野　善次・野田　信次(福岡県シニアテニス連盟)

65才以上 Ｓ 菱田　悟 (門司ＬＴＣ)

Ｄ 安藤　正憲 （小倉ＬＴＣ）・松本　純二(チーム･スノードロップ)

70才以上 Ｓ 川﨑　明人 (岡垣町硬式テニス連盟)

Ｄ 松本　宗治 (ランチタイム)・鈴木　邦彦(テニスＤＩＶＯ)

75才以上 Ｓ 浅尾　司 （小倉ＬＴＣ）

Ｄ

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 岸田　舞 (Ｗａｔｅｒ　Ｌｉｌｙ)

Ｄ 岸田　舞 (Ｗａｔｅｒ　Ｌｉｌｙ) ・長野　加奈(G．H．I．T．S)

Ｂ級 Ｓ 大﨑　みらの(北九州ウエスト)

Ｄ 早川  幸恵 (北九州ウエスト)・入江  千里(G．H．I．T．S)

50才以上 Ｓ 岩本　由美子(エスタ香椎)

Ｄ 藤城　治美(ふくいテニスクラブ)・岩本　由美子(エスタ香椎)

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９６６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)

３

期　　日 会　　場 行 事 名 お よ び 優 勝 者

信田　敏夫(熊本県壮年テニス愛好会)・矢野　一靖(新日鉄住金八幡)
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５月 24日 （日） 三萩野庭球場 第９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）　原　和彦(テニスＤＩＶＯ)・峯　一士(芦屋テニスクラブ)

参加人数 ２部（70才以上男子）　笠野　博稔(新日鉄住金八幡)・小川　恵造(新日鉄住金八幡)

１４名 ３部（60才以上女子）　濱村　壽子(丸山クラブ)・竹井　陽子(丸山クラブ)

６月 20日 （土） 三萩野庭球場 第36回　北九州ベテランダブルステニス大会

21日 （日） 桃園庭球場 男子 １部 藤野　理一郎(ネクストワールド)・浦郷　隆(オンザロード)

２部 小柳　正幸(Ｂ・Ｋ・Ｔ)・尾田　幸生(新日鉄住金八幡)

３部 平井　崇(ｈｉｒａｉ　ＴＳ)・中田　成二(北九州市役所)

４部 大野　廣(パワーズ)・秋葉　裕美(グランディール)

５部 安藤  正憲(小倉ＬＴＣ)・中田　猛(ひびしんクラブ)

６部 浦部　好富(MCC黒崎OB会)・川﨑　明人(MCC黒崎OB会)

女子 ７部 仲間　さゆり(三萩野クラブ)・木場田　美津子(オーガストＴ．Ｃ．)

参加人数 ８部 横溝　由紀子(新日鉄住金八幡)・金田　光子(穴生テニスクラブ)

２１０名 ９部 濱村　恭子(三萩野クラブ)・大坪　弘子(三萩野クラブ)

７月 30日 （木） 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）

31日 （金） 桃園庭球場 男子 Ｓ 古賀　聖也 （グランディールテニスクラブ）

８月 １日 （土） Ｄ 荒木　崇徳(九国大付属高校)・石橋　拓也(九国大付属高校)

２日 （日） 参加人数 女子 Ｓ 岡本　菜々子 (敬愛高校)

延べ７８７名 Ｄ 藤原　梨奈(折尾高校)・小室　まりな(折尾高校)

９月 12日 （土） 三萩野庭球場 第51回　北九州クラブ対抗テニス大会

13日 （日） 桃園庭球場 男子１部 ９５９　Ⅰ

文化記念庭球場 男子２部 ９５９　Ⅱ

若松庭球場 男子３部Ａ 春日病院テニスクラブⅠ

(111チーム) 男子３部Ｂ 岡垣クラブ　Ⅰ

参加人数 女子１部 グランディールⅠ

延べ９１０名 女子２部 門司ＬＴＣ　Ⅱ

９月 19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 渡辺　和明(新日鉄住金八幡)・浅尾　司(小倉ＬＴＣ)

ＢＧ 中島　隆徳(小倉ＬＴＣ)・清水　正夫（フリー）

ＣＧ 赤星　良之助(鞘ヶ谷テニスクラブ)・田中　嘉典(ナインカルテット)

女子 ＤＧ 濱村　壽子(丸山クラブ)・小川　千恵美(月曜倶楽部)

ＥＧ 重岡　みどり（フリー）・後藤　康美（桃園ＬＴＣ）

参加人数 ＦＧ 野見山　石子（小倉ＬＴＣ）・髙橋　佳代子（スマッシュT.C.）

７２名 GＧ 椛山　順子（ＪＲ門司テニスクラブ）・高崎　和代（桃園ＬＴＣ）

　10月 10日 （土） 三萩野庭球場 第53回市民体育祭

11日 （日） 桃園庭球場 第41回　北九州市テニス選手権大会

男子 Ｓ 野瀬　顕（小倉）

Ｄ 山﨑　烈・野瀬　顕（小倉）

女子 Ｓ 諌山　佳恵（小倉）

Ｄ 道脇　知恵竹ノ脇　直美（戸畑）

第41回　北九州市テニス新人王座大会

男子 Ｓ 森川　雄介（八幡）

Ｄ 平川　豊晃・神崎　洸聡（小倉）

参加人数 女子 Ｓ 大﨑　みらの(八幡)

延べ１,１６８名 Ｄ 大茂　繭子・小山　美江（八幡）

４

期　　日 会　　場 行 事 名 お よ び 優 勝 者
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　10月 12日 (祭） 三萩野庭球場 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 上床　昌幸(オンザロード)・田中　菜美子(田川テニスクラブ)

　　40才代 Ｄ 高橋　博丈(オンザロード)・高橋　菜穂(オンザロード)

参加人数 　　50才代 Ｄ 小柳　正幸(Ｂ・Ｋ・Ｔ)・小柳　玲子(北九州ウエスト)

延べ１２２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 14日 （土） 三萩野庭球場 第55回　北九州ダブルステニス大会

15日 (日） 桃園庭球場 一般男子　　 野瀬　顕(グランディール)・秋葉　裕美(グランディール)

一般女子　　 伊藤　真実(オン・ザ・ロード)・深田　三枝子(行橋テニスクラブ)

120才以上男子 馬場　善則(戸畑エース)・久保田　達也(戸畑エース)

参加人数 140才以上男子 浦部　好富(MCC黒崎OB会)・冨高　吉之丞(MCC黒崎OB会)

延べ３０２名 120才以上女子 川田　洋子(オンザロード)・大槻　良子(穴生テニスクラブ)

11月 23日 （祭） 博多の森テニス 第21回　福岡市対北九州市親善テニス大会

競技場 　　福岡市　１９　－　１３　北九州市（通算　北九州市：１０勝９敗２引分け）

参加人数１２６名

１月 16日 （土） 穴生ドーム 第40回　北九州室内テニス選手権

17日 （日） 三萩野庭球場 男子 Ｓ 安増　篤史(折尾愛真高校)

２月 27日 (土） Ｄ 尾﨑　正敏(オンザロード)・兼子　周大(アステム)

女子 Ｓ 長野　加奈(グリーンヒルズＩ.Ｔ.Ｓ)

Ｄ 岸田　舞(Water Lily)・諌山　佳恵(小倉LTC)

参加人数 少年 Ｓ 松尾　彗史(グランディール)

延べ２０８名 少女 Ｓ 福田　優(折尾愛真中学)

２月 14日 （日） 三萩野庭球場 第23回　年令別ミックステニス大会（団体戦）

Ａグループ 　Fグループ　　ボクに任せろ！MOJI

Ｂグループ ウエスト　ニャン 　　Qoo～LOVE　YELLOW

Ｃグループ Ｎａｒｕんだつよくチーム　Ｎ　Ｇグループ　　テニスは文化だ　１号

参加人数 Ｄグループ 今年も妖怪スマッシュ 　Ｈグループ　　天下一品！

（４３チーム） Ｅグループ 　Ｉ グループ　　ウエスト・ワン

２５８名 　Ｊグループ　　ＬＯＶＥ　ＴＥＮＮＩＳ

５

行 事 名 お よ び 優 勝 者

芦屋のスーパーゾーン６人組

「カレー屋”ＭＩＣＨＩＮＡＫＡ”」

期　　日 会　　場


