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長野県テニス協会 事務局 
 

 〠３９０－０８５２ 松本市島立９２９－９ 三村 功 気付 
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                                                       ヨシザワ ユキエ 

口座名 長野県テニス協会  会長 吉澤 之榮 

八十二銀行 塩尻支店 普通預金 №５８１２２０ 

 

※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

《 長野県テニス協会 役員名簿 》 
 

   【 常 任 理 事 】（１９名） 

 

 役職名    氏 名   所属団体     〠   住 所          ☎ 

会  長   吉澤之榮   飯田ﾃﾆｽ協会  395-0063飯田市羽場町3-10-6    (0265)24-1146 

副会長（東信）若月 明   上田ﾃﾆｽ協会  386-0012上田市中央3-2-13      (0268)25-2317 

副会長（北信）菅沼義宣   須坂ﾃﾆｽ協会  382-0052須坂市塩川町657-14    (026)248-5196 

副会長（中信）佐々木今朝重 松本ﾃﾆｽ協会  390-0221松本市里山辺3193-3    (0263)35-6697 

副会長（南信）大浦敏孝   諏訪市ﾃﾆｽ協会 392-0012諏訪市四賀1882-12   (0266)58-1676 

 

理 事 長   三村 功 塩尻ﾃﾆｽ協会  390-0852松本市島立929-9       (0263)48-6883 

 副理事長   清水 純 長野市ﾃﾆｽ協会 380-0803長野市三輪9-20-20    090-4461-3349 

副理事長   丸田浩之 佐久ﾃﾆｽ協会  385-0013佐久市横和283-2-A201  (0267)67-7846 

 副理事長   八木弘雄 松本ﾃﾆｽ協会  390-0834松本市高宮中13-10    (0263)25-0152 

 

総務委員長   木下悟志 塩尻ﾃﾆｽ協会  399-0031松本市小屋南１-11-26  (0263)57-2012 

競技委員長   二木雅敏 長野市ﾃﾆｽ協会 381-0037長野市西和田2-12-15-102 090-4460-1396 

ジュニア委員長 深草浩幸 上田ﾃﾆｽ協会  386-0015上田市常入1-11-46     (0268)22-7598 

普及大会委員長 遠藤武次 軽井沢町ﾃﾆｽ協会167-0021杉並区井草3-30-18-201  0901118-8543 

強化委員長   野村智弘 長野市ﾃﾆｽ協会 381-2231長野市川中島町1448-39  (026)283-3813 

普及指導委員長 酒井 徹 駒ヶ根ﾃﾆｽ協会 399-4301上伊那郡宮田村4522-2  (0265)84-1241 

 

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

会   計   古川敬二 軽井沢町ﾃﾆｽ協会384-0055小諸市柏木238-11       (0267)25-9119 

 

監   事   石綿秀好 須坂ﾃﾆｽ協会  382-0052須坂市塩川町552    (026)245-7267 

監   事   中坪健治 伊那ﾃﾆｽ協会  399-4511南箕輪村田畑6838-2   080-5108-6838 

 



  【 理     事 】（４６名） 

 

 氏 名    団体名     〠    住  所            ☎ 

有賀 一行 軽井沢町テニス協会384-0808 小諸市池の前2160-1      (0267)22-7469 

小山 晃  上田テニス協会  386-1546 上田市浦野460         (0268)31-3695 

坂下 親輔 上田テニス協会  386-1107 上田市築地858         (0268)24-3164 

宮島 英彰 上田テニス協会  386-1102 上田市上田原1831-2           (0268)24-5058 

小林 健一 佐久テニス協会  385-0016 佐久市鳴瀬1842-3       090-4132-9472 

木曽 茂  佐久テニス協会  384-0808 小諸市御影新田2188-1     (0268)23-3820 

羽田 秀倫 東御市テニス協会 389-0516 東御市田中737-1        (0268)62-1439 

松坂 修  千曲テニス協会  387-0007 千曲市屋代594-5        (026)272-7262 

吉村 良夫 千曲テニス協会  387-0023 千曲市八幡2316-11       (026)273-4432 

田中 博  須坂テニス協会  382-0021 須坂市豊丘778-75       (050)3565-7435 

石綿 秀好 須坂テニス協会  382-0052 須坂市塩川町552        (026)245-7267 

森本 克美 長野市テニス協会 381-0052 長野市檀田2-15-16       (026)263-2240 

義家 大成 長野市テニス協会 381-0034 長野市高田2091-4              090-6564-2330 

野口 俊輔 長野市テニス協会 381-0042 長野市稲田1-25-3-101         090-4746-5375 

吉田 孝久 塩尻テニス協会  399-0743 塩尻市大門田川町150-28    (0263)54-4304 

上田 旨一 塩尻テニス協会  399-0702 塩尻市広丘野村1788-521-301    090-9945-1153 

小池 法誉 安曇野テニス協会 399-8205 安曇野市豊科4038       090-4461-9680 

太田 稔  安曇野テニス協会 399-8211 安曇野市明科光3710-127    090-8329-6991 

可知 偉行 松本テニス協会  390-1401 東筑摩郡波田4147-5      (0263)92-5743 

鈴木 崇夫 松本テニス協会  390-0824 松本市中山台9-11       (0263)58-1120 

角田 正幸 松本テニス協会  399-8205 安曇野市豊科906-13      (0263)73-9556 

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

杉谷 早苗 大町市テニス協会 398-0002 大町市大町3984-3       (0261)22-2501 

松澤 賢一 大町市テニス協会 399-8501 北安曇郡松川村5721-747    (0261)85-6866 

太田 知則 岡谷市テニス協会 394-0004 岡谷市神明町4-8-2        090-4941-5411 

今井 博一 岡谷市テニス協会 394-0004 岡谷市神明町4-4-27          090-3333-1280 

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

谷口 博  駒ケ根テニス協会 399-4301 上伊那郡宮田村7509-2      (0265)85-2728 

宮澤 恵美 諏訪市テニス協会 394-0045 岡谷市川岸東4-8-28      (0266)22-5016 

水垣 浩一 諏訪市テニス協会 392-0015 諏訪市中洲3716-2        (0266)53-0840 

小尾 富勇 茅野市テニス協会 391-0003 茅野市本町東8-14       (0266)73-3926 

清水 明美 茅野市テニス協会 391-0104 諏訪郡原村3858-2       (0266)79-4947 

辻  治之 伊那テニス協会  396-0022 伊那市御園539         080-7885-3232 

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

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

内山 耕一 飯田テニス協会  395-0826 飯田市松尾水城3729-24        (0265)24-2488 

 

 

 



2019/09/02更新（アンダーライン部） 

 

氏 名    団体名     〠    住  所              ☎ 

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

猿谷 大和 高体連（東信）  385-0053 佐久市野沢449-2野沢北高校     (0267)62-0020 

青木 裕士 高体連（北信）  387-8501 千曲市屋代1000屋代高校      (026)272-0069 

北村 保勝 高体連（中信）  390-8602 松本市美須々2-1松本美須々丘高校 (0263)33-3690 

土橋 亜希 高体連（南信）  392-0007 諏訪市清水3-3663-3諏訪実業高校 (0266)52-0359 

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

戸田 英利 県実業団テニス連盟390-1301 東筑摩郡山形村4558-1       (0263)98-4925 

奥原穂奈美 県女子テニス連盟 390-0802 松本市旭1-8-13          090-4481-0486 

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

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

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

        【 名誉会長・顧問・参与 】（３名） 

 役職名     氏 名   〠     住  所             ☎ 

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

参  与    澤田 繁  390-1301 東筑摩郡山形村7598-68      (0263)98-3279 

参  与    市川 和夫 399-4601 上伊那郡箕輪町中箕輪9387-3   (0265)79-4008 

 

※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

≪長野県テニス協会：会長・理事長≫ 

 

〖会 長〗  折井中三郎  昭和３０年（１９５５）～昭和３３年（１９５８） 

       上野 明正  昭和３３年（１９５８）～昭和３６年（１９６１） 

       山本清一郎  昭和３６年（１９６１）～昭和５２年（１９７７） 

       加藤 静一  昭和５２年（１９７７）～昭和６２年（１９８７） 

       遠藤 利治  昭和６２年（１９８７）～平成１３年（２００１） 

       滝澤助右衛門 平成１３年（２００１）～平成２５年（２０１３） 

       吉澤 之榮  平成２５年（２０１３）～ 

 

〖理事長〗  山本静一郎  昭和３０年（１９５５）～昭和４３年（１９６８） 

       沓掛 源生  昭和４３年（１９６８）～昭和４５年（１９７０） 

       山田 忠宏  昭和４５年（１９７０）～昭和４７年（１９７２） 

       中村 宣弘  昭和４７年（１９７２）～昭和４９年（１９７４） 

       柳沢 秀洋  昭和４９年（１９７４）～昭和５８年（１９８３） 

       白沢 潔   昭和５８年（１９８３）～平成 元年（１９８９） 

       湶  勉   平成 元年（１９８９）～平成 ５年（１９９３） 

       白沢 潔   平成 ５年（１９９３）～平成 ７年（１９９５） 

       三村 功   平成 ７年（１９９５）～ 

 

※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 


