
【 長野県テニス協会 加盟団体名簿 】 
       （上段は団体名、所在地、電話、事務局名・下段は代表者名、住所、電話） 

 

〔東信地区（４）〕 

団体名 代表者名   〠      住  所                ☎     事務局名 

上田テニス協会   386-0012 上田市中央3-2-13ﾃﾆｽﾊｳｽワカツキ      (0268)25-2317 若月 明 

   滝沢助右衛門 386-0012 上田市中央3-2-13             (0268)24-6301 

軽井沢町テニス協会 389-0111 北佐久郡軽井沢町長倉2759         (0267)45-3445 小林 春彦 

    山浦 隆幸 389-0102 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1047-91     (0267)48-0102 

佐久テニス協会   385-0022 佐久市岩村田5015-10モリカクカメラ     (0267)67-3415 森角 真人 

    木曽 茂  384-0808 小諸市御影新田2188-1           (0268)23-3820 

東御市テニス協会  389-0514 東御市加沢1088              (0268)64-2780 小林 文治 

    羽田 秀倫 389-0516 東御市田中737-1              (0268)62-1439 

 

 

 

〔北信地区（３）〕 

団体名 代表者名   〠      住  所                ☎     事務局名 

長野市テニス協会  381-2231 長野市川中島町四ツ屋1448-39        (026)283-3813 野村 智弘 

    森本 克美 381-0052 長野市檀田2-15-16             (026)263-2240 

須坂テニス協会   381-0043 長野市吉田1-6-3              (026)241-6667 立岡 俊幸 

    菅沼 義宣 382-0052 須坂市塩川町657-14            (026)248-5196 

千曲テニス協会   387-0001 千曲市雨宮708               (026)272-5558 渡辺 幸子 

    松坂 修  387-0007 千曲市屋代594-5              (026)272-7262 

 

 

 

〔中信地区（５）〕 

団体名 代表者名   〠      住  所                ☎     事務局名 

松本テニス協会   390-1241 松本市新村2313-1             090-1653-5658 武井亜由美 

    可知 偉行 390-1401 松本市波田4147-5             (0263)92-5743 

塩尻テニス協会   399-0737 塩尻市大門8番町6-19                     (0263)52-0488 青柳 秀実 

    三村 功  390-0852 松本市島立929-9              (0263)48-6883 

安曇野テニス協会  399-8211 安曇野市堀金烏川3896-8          (0263)73-8318 一色 裕史 

    小池 法誉 399-8205 安曇野市豊科4038             (0263)72-9081 

山形テニス協会   399-0007 松本市石芝3-1-25-101           (0263)25-6697 宮澤 寛徳 

    戸田 英利 390-1301 東筑摩郡山形村4558-1           (0263)98-4925 

大町市テニス協会  399-8501 北安曇郡松川村5721-747          (0261)25-0475 松澤 賢一 

    吉沢 正  398-0002 大町市大町3364              (0261)22-3356 

 

 



〔南信地区（６）〕 

団体名 代表者名   〠      住  所                ☎     事務局名 

飯田テニス協会   395-0004 飯田市上郷黒田3738-48           (0265)52-1255 堀 義治 

    内山 耕一 395-0826 飯田市松尾水城3729-24           080-1625-1760 

伊那テニス協会   399-4511 上伊那郡南箕輪村田畑6838-2             080-5108-6838 中坪 健治 

    市川 和夫 399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪9387-3       (0265)79-4008 

駒ケ根テニス協会  399-4117 駒ケ根市飯坂1-2-10             090-3403-7305 宮脇 信宏 

    谷口 博  399-4301 上伊那郡宮田村7509-2                     (0265)85-2728 

岡谷市テニス協会  394-0025 岡谷市大栄町1-13-7             090-9390-7220 堀内 忠美 

    今井 博一 394-0004 岡谷市神明町4-4-27             090-3333-1280 

諏訪市テニス協会  392-0022 諏訪市高島1-22-30諏訪市役所内       (0266)52-4141 土橋 千広 

    大浦 敏孝 392-0012 諏訪市四賀1882-12             (0266)58-1676 

茅野市テニス協会  391-0108 諏訪郡原村13426               090-4674-0240  伊藤 淳一 

    小尾 富勇 391-0003 茅野市本町東8-14              (0266)73-3926 

 

 

 

〔学校団体（４）〕 

団体名 代表者名   〠      住  所                ☎      事務局名 

信州大学テニス部  390-0806 松本市女鳥羽3-2-10-304           080-8889-5335 加藤 真帆 

加藤 真帆 390-0806 松本市女鳥羽3-2-10-304           080-8889-5335 

松本大学テニス部  399-8101 安曇野市三郷明盛1500-79           090-2732-2042 臼井 柊 

    臼井 柊  399-8101 安曇野市三郷明盛1500-79           090-2732-2042 

長野県高体連ﾃﾆｽ部  381-8570 長野市吉田2-12-9 長野吉田高校       (026)241-6161 赤塩 仁 

    赤塩 仁  381-8570 長野市吉田2-12-9 長野吉田高校       (026)241-6161 

長野県中学校ﾃﾆｽ連盟 392-8548 諏訪市清水1-10-1諏訪清陵中学校       (0266)52-0201 名取 克裕 

    名取 克裕 392-8548 諏訪市清水1-10-1諏訪清陵中学校       (0266)52-0201 

 

 

 

〔特別団体（４）〕 

団体名 代表者名     〠      住  所               ☎     事務局名 

長野県実業団テニス連盟 390-1301 東筑摩郡山形村7598-68          (0263)98-3279 澤田 繁 

      戸田 英利 390-1301 東筑摩郡山形村4558-1          (0263)98-4925 

長野県女子テニス連盟  399-0701 塩尻市広丘吉田502-21          (0263)58-2253 上村 和美 

      奥原穂奈美 390-0802 松本市旭1-8-13             090-4481-0486 

長野県シニアテニス連盟 399-0011 松本市寿北6-2-12            (0263)57-2632 山崎喜一郎 

      山崎喜一郎 399-0011 松本市寿北6-2-12            (0263)57-2632 

(一社)軽井沢テニス協会 389-0102 軽井沢町軽井沢736-1(一財)軽井沢会内   (0267)42-2170 田嶋 正晴 

      横澤規佐良 389-0111 軽井沢町長倉南ヶ丘3306         (0267)42-9100 

 

 


