
平成25年6月14日

№ 役職 氏名 推薦団体等役職 備考

1 会長 畔　柳　信　雄

2 副会長 田　中　耕　二 東海テニス協会　理事長

3 副会長 渡　邊　康　二

4 副会長 辻　　　晴　雄 関西テニス協会　会長

5 副会長 飯　田　　　藍

6 副会長 鏡　味　徳　房 関東テニス協会　会長

7 専務理事 内　山　　　勝

8 常務理事 坂　井　利　郎

9 常務理事 小　浦　猛　志

10 常務理事 堀　川　忠　史 四国テニス協会　理事長

11 常務理事 福　井　　　烈

12 常務理事 浅　沼　道　成 東北テニス協会　副理事長 総務・財務本部長

13 常務理事 長　岡　三　郎 関東テニス協会　理事長

14 常務理事 野　﨑　拓　哉 北信越テニス協会　理事長

15 常務理事 武　正　八重子 普及本部長

16 常務理事 植　田　　　実 強化本部長

17 常務理事 中　西　伊知郎 普及副本部長／ツアー機構・事業推進副本部長

18 常務理事 川　廷　尚　弘 ツアー機構・事業推進本部長

19 理事 本　村　道　生 九州テニス協会　会長

20 理事 長　澤　茂　嗣 北海道テニス協会　会長

21 理事 倉　光　　　哲

22 理事 松　岡　修　造 強化副本部長

23 理事 吉　崎　英一郎 中国テニス協会　会長

24 理事 髙　橋　　　甫

25 理事 松　尾　孝　義 関西テニス協会　理事長

№ 役職 氏名 推薦団体等役職 備考

1 監事 菅　　　一　成 関東テニス協会　監事

2 監事 市　山　　　哲 関西テニス協会　監事

№ 役職 氏名

1 理事待遇 古　賀　通　生

2 理事待遇 神和住　　　純

3 理事待遇 橋　本　有　史

4 理事待遇 柳　原　香　積

5 理事待遇 青　木　　　弌

6 理事待遇 矢　澤　　　猛

7 理事待遇 秋　田　修　廣

8 理事待遇 迫　田　義　次

9 理事待遇 鈴　木　　　宏

総務・財務副本部長／総務委員長

監事名簿

平成２５～２６年度　理事・監事・理事待遇名簿

理事名簿

公益財団法人 日本テニス協会

全国高等学校体育連盟テニス専門部　部長

事務局長

理事待遇名簿

役職等

全国高等学校体育連盟テニス専門部　名誉部長

財務サポート委員会　委員長

総務・財務副本部長

実業団委員会　委員長



№ 団体等名称 氏名 所属団体等役職

1 株式会社インターネットイニシアティブ 鈴木　幸一 代表取締役社長

2 公益財団法人吉田記念テニス研修センター 吉田　宗弘 理事長

3 公益社団法人日本プロテニス協会 渡辺　功 副会長

4 日本女子テニス連盟 小泉　弘子 常務理事

5 公益社団法人日本テニス事業協会 大久保　清一 会長

6 全日本学生テニス連盟 田島　伸一 顧問

7 全日本学生庭球同好会連盟 榎本　正一 会長

8 公益財団法人全国高等学校体育連盟　テニス専門部 新居　弘行 副部長・事務局長

9 一般社団法人全国高等専門学校連合会　全国高等専門学校体育大会テニス競技専門部 島田　茂 テニス専門部専門委員長

10 全国中学校テニス連盟 斉藤　与志朗 副理事長

11 日本車いすテニス協会 大前　千代子 会長

12 テニス用品会 高津　良英 政策委員

№ 協会名称 氏名 所属協会役職

1 北海道テニス協会 榎本　正克 副会長

2 東北テニス協会 松田　陽一 理事長

3 北信越テニス協会 鹿田　純雄 理事

4 関東テニス協会 平井　誠 常務理事

5 東海テニス協会 松本　康夫 理事

6 関西テニス協会  辻本　朝男 副会長

7 中国テニス協会 津島　則之 理事長

8 四国テニス協会 三木　雅愛 副会長

9 九州テニス協会 合瀬　武久 理事長

10 北海道テニス協会 山下　宏 副理事長

11 青森県テニス協会 髙橋　常治 理事長

12 秋田県テニス協会 高井　善憲 会長

13 岩手県テニス協会 藤島　努 常務理事

14 山形県テニス協会 庄司　秀雄 会長

15 宮城県テニス協会 樋口　博信 理事長

16 福島県テニス協会 戸川　稔朗 理事長

17 新潟県テニス協会 石原　法男 理事長

18 長野県テニス協会 三村　功 理事長

19 富山県テニス協会 井沢　信一 副理事長

20 石川県テニス協会 吉田　俊朗 理事長

21 福井県テニス協会 矢部　清隆 理事長

22 東京都テニス協会 磯部　修一 理事長

23 神奈川県テニス協会 田村　義男 副会長

24 埼玉県テニス協会 油井　正幸 理事長

25 千葉県テニス協会 小野　敏郎 理事長

26 群馬県テニス協会 山川　巖 副会長

27 栃木県テニス協会 井村　孝一 理事長

28 茨城県テニス協会 黒澤　弘忠 会長

29 山梨県テニス協会 小林　繁 理事長

30 静岡県テニス協会 清水　民司 副会長

31 岐阜県テニス協会 岩崎　彌廣 理事長

32 愛知県テニス協会 木下 洋子 理事

33 三重県テニス協会 馬瀬　隆彦 常務理事

34 滋賀県テニス協会 荒谷　善夫 理事長

35 京都府テニス協会 奥田　豊 常務理事

36 大阪府テニス協会 坂井　幸司 副会長

37 兵庫県テニス協会 滑川　琢也 副会長

38 和歌山県テニス協会 大谷　明広 副理事長

39 奈良県テニス協会 松村　英生 理事長

40 岡山県テニス協会 村本　茂樹 副会長

41 広島県テニス協会 安東　善博 会長

42 山口県テニス協会 中田　吉也 会長

43 鳥取県テニス協会 稲田　睦 理事長

44 島根県テニス協会 西村　覚 会長

45 香川県テニス協会 大野　裕記 理事長

46 徳島県テニス協会 秋山　修一 理事長

47 愛媛県テニス協会 重松　建宏 常任理事

48 高知県テニス協会 柏井　之彦 副会長

49 福岡県テニス協会 上和田　茂 理事

50 熊本県テニス協会 重松　隆矣 会長

51 大分県テニス協会 毎熊　博 理事長

52 長崎県テニス協会 中島　章一郎 会長

53 佐賀県テニス協会 緒方　うらら 副会長

54 鹿児島県テニス協会 大西　洋逸 会長

55 宮崎県テニス協会 秋田　義久 会長

56 沖縄県テニス協会 新垣　忠男 会長

地域・都道府県テニス協会推薦 評議員

公益財団法人 日本テニス協会
平成24～27年度 評議員名簿

理事会推薦 評議員
【任期：平成28年定時評議員会終結時】


