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2017.08.　村中 優
年数 西暦 和暦 理事長 副理事長 事務長 副事務長 会計

1 1947年度 昭和22年度 森田 寧
2 1948年度 昭和23年度 森田 寧
3 1949年度 昭和24年度 森田 寧
4 1950年度 昭和25年度 森田 寧
5 1951年度 昭和26年度 森田 寧
6 1952年度 昭和27年度 森田 寧
7 1953年度 昭和28年度 森田 寧
8 1954年度 昭和29年度 鈴木 武雄
9 1955年度 昭和30年度 鈴木 武雄

10 1956年度 昭和31年度 鈴木 武雄
11 1957年度 昭和32年度 鈴木 武雄
12 1958年度 昭和33年度 鈴木 武雄
13 1959年度 昭和34年度 鈴木 武雄
14 1960年度 昭和35年度 鈴木 武雄
15 1961年度 昭和36年度 菅野真次
16 1962年度 昭和37年度 菅野真次
17 1963年度 昭和38年度 菅野真次
18 1964年度 昭和39年度 菅野真次
19 1965年度 昭和40年度 菅野真次
20 1966年度 昭和41年度 菅野真次 渡辺 福芳 －
21 1967年度 昭和42年度 菅野真次 渡辺 福芳 数山幸次郎
22 1968年度 昭和43年度 菅野真次
23 1969年度 昭和44年度 渡辺 福芳
24 1970年度 昭和45年度 渡辺 福芳
25 1971年度 昭和46年度 渡辺 福芳 数山幸次郎 － － －
26 1972年度 昭和47年度 渡辺 福芳 小栗正一 － 初又 祥生 － －
27 1973年度 昭和48年度 渡辺 福芳 小栗正一 － 初又 祥生 － －
28 1974年度 昭和49年度 渡辺 福芳 小栗正一 － 初又 祥生 － －
29 1975年度 昭和50年度 渡辺 福芳 小栗正一 － 初又 祥生 － 一杉 常昭 －
30 1976年度 昭和51年度 渡辺 福芳 小栗正一 － 高島 哲次 － 一杉 常昭 －
31 1977年度 昭和52年度 渡辺 福芳 小栗正一 － 高島 哲次 － 一杉 常昭 －
32 1978年度 昭和53年度 渡辺 福芳 小栗正一 － 一杉 常昭 － 渡辺 章 －
33 1979年度 昭和54年度 渡辺 福芳 小栗正一 － 一杉 常昭 － 渡辺 章 －
34 1980年度 昭和55年度 渡辺 福芳 長橋 正武 － 一杉 常昭 － 齋藤 秀 － 土持 玄了
35 1981年度 昭和56年度 渡辺 福芳 長橋 正武 － 一杉 常昭 － 齋藤 秀 － 土持 玄了
36 1982年度 昭和57年度 長橋 正武 足立勝亮 － 土持 玄了 － 渡辺 章 － 石垣 裕紀子
37 1983年度 昭和58年度 長橋 正武 足立勝亮 － 土持 玄了 － 渡辺 章 － 石垣 裕紀子
38 1984年度 昭和59年度 長橋 正武 一杉 常昭 庄司 順子 石川 雅之 － 篠崎 順彦 － 村中 裕紀子
39 1985年度 昭和60年度 長橋 正武 一杉 常昭 庄司 順子 石川 雅之 － 篠崎 順彦 － 村中 裕紀子
40 1986年度 昭和61年度 大橋 泰明 一杉 常昭 庄司 順子 石川 雅之 － 芹沢 豊子 － 松尾 雅史
41 1987年度 昭和62年度 大橋 泰明 一杉 常昭 庄司 順子 石川 雅之 － 芹沢 豊子 －
42 1988年度 昭和63年度 大橋 泰明 一杉 常昭 庄司 順子 篠崎 順彦 － 本田 稔 － 鷲巣 鈴恵 石川 雅之 渡辺 良一
43 1989年度 平成元年度 大橋 泰明 一杉 常昭 庄司 順子 篠崎 順彦 － 本田 稔 － 鷲巣 鈴恵 石川 雅之 渡辺 良一
44 1990年度 平成2年度 大橋 泰明 一杉 常昭 庄司 順子 篠崎 順彦 － 本田 稔 － 鷲巣 鈴恵 石川 雅之 渡辺 良一
45 1991年度 平成3年度 大橋 泰明 一杉 常昭 庄司 順子 篠崎 順彦 － 本田 稔 － 鷲巣 鈴恵 石川 雅之 渡辺 良一
46 1992年度 平成4年度 大橋 泰明 一杉 常昭 庄司 順子 篠崎 順彦 － 本田 稔 － 鷲巣 鈴恵 石川 雅之 渡辺 良一
47 1993年度 平成5年度 大橋 泰明 渡辺 良一 庄司 順子 篠崎 順彦 － 本田 稔 － 鷲巣 鈴恵 石川 雅之 渡辺 良一
48 1994年度 平成6年度 一杉 常昭 渡辺 良一 庄司 順子 篠崎 順彦 － 本田 稔 － 鷲巣 鈴恵 石川 雅之 稲葉 延雄
49 1995年度 平成7年度 一杉 常昭 渡辺 良一 庄司 順子 篠崎 順彦 － 本田 稔 － 鷲巣 鈴恵 石川 雅之 稲葉 延雄
50 1996年度 平成8年度 一杉 常昭 渡辺 良一 庄司 順子 村端 勝 － 本田 稔 － 鷲巣 鈴恵 石川 雅之 稲葉 延雄
51 1997年度 平成9年度 一杉 常昭 渡辺 良一 庄司 順子 村端 勝 － 本田 稔 － 鷲巣 鈴恵 石川 雅之 古屋 恵美子
52 1998年度 平成10年度 石川 雅之 渡辺 良一 庄司 順子 稲葉 延雄 － 本田 稔 － 大橋 光恵 高嶋 成 古屋 恵美子
53 1999年度 平成11年度 石川 雅之 渡辺 良一 庄司 順子 稲葉 延雄 － 本田 稔 － 大橋 光恵 高嶋 成 篠崎 順彦
54 2000年度 平成12年度 石川 雅之 渡辺 良一 庄司 順子 稲葉 延雄 － 本田 稔 － 大橋 光恵 高嶋 成 篠崎 順彦
55 2001年度 平成13年度 石川 雅之 渡辺 良一 庄司 順子 稲葉 延雄 － 本田 稔 － 大橋 光恵 高嶋 成 篠崎 順彦
56 2002年度 平成14年度 石川 雅之 渡辺 良一 庄司 順子 吉村 貞幸 － 高嶋 成 － 岡 容子 本田 稔 篠崎 順彦
57 2003年度 平成15年度 石川 雅之 渡辺 良一 庄司 順子 吉村 貞幸 村中 裕紀子 高嶋 成 － 岡 容子 本田 稔 篠崎 順彦
58 2004年度 平成16年度 石川 雅之 渡辺 良一 庄司 順子 吉村 貞幸 村中 裕紀子 高嶋 成 － 岡 容子 本田 稔 篠崎 順彦
59 2005年度 平成17年度 石川 雅之 渡辺 良一 庄司 順子 吉村 貞幸 村中 裕紀子 高嶋 成 － 岡 容子 本田 稔 篠崎 順彦
60 2006年度 平成18年度 石川 雅之 渡辺 良一 庄司 順子 吉村 貞幸 村中 裕紀子 高嶋 成 － 岡 容子 稲葉 忠幸 篠崎 順彦
61 2007年度 平成19年度 石川 雅之 齋藤 秀 庄司 順子 吉村 貞幸 村中 裕紀子 高嶋 成 － 岡 容子 稲葉 忠幸 篠崎 順彦
62 2008年度 平成20年度 石川 雅之 齋藤 秀 庄司 順子 吉村 貞幸 村中 裕紀子 高嶋 成 － 岡 容子 稲葉 忠幸 篠崎 順彦
63 2009年度 平成21年度 齋藤 秀 高嶋 成 岡 容子 下山 彰男 村中 裕紀子 井出 邦雄 － 野口 ナナ子 稲葉 忠幸 篠崎 順彦
64 2010年度 平成22年度 齋藤 秀 高嶋 成 岡 容子 下山 彰男 村中 裕紀子 井出 邦雄 － 野口 ナナ子 稲葉 忠幸 篠崎 順彦
65 2011年度 平成23年度 齋藤 秀 高嶋 成 岡 容子 下山 彰男 村中 裕紀子 吉村 貞幸 － 野口 ナナ子 稲葉 忠幸 篠崎 順彦
66 2012年度 平成24年度 齋藤 秀 高嶋 成 岡 容子 下山 彰男 村中 裕紀子 吉村 貞幸 － 野口 ナナ子 稲葉 忠幸 篠崎 順彦
67 2013年度 平成25年度 齋藤 秀 村田 吉昭 大橋 光恵 下山 彰男 村中 裕紀子 村中 優 吉村 貞幸 宮﨑 恵子 岡 容子 篠崎 順彦
68 2014年度 平成26年度 齋藤 秀 村田 吉昭 大橋 光恵 下山 彰男 村中 裕紀子 村中 優 吉村 貞幸 宮﨑 恵子 岡 容子 篠崎 順彦
69 2015年度 平成27年度 村田 吉昭 下山 彰男 大橋 光恵 村中 裕紀子 小野 美英 村中 優 鶴淵 洋二 宮﨑 恵子 岡 容子 篠崎 順彦
70 2016年度 平成28年度 村田 吉昭 下山 彰男 大橋 光恵 村中 裕紀子 小野 美英 村中 優 鶴淵 洋二 宮﨑 恵子 岡 容子 篠崎 順彦
71 2017年度 平成29年度 村田 吉昭 下山 彰男 大橋 光恵 村中 裕紀子 小野 美英 村中 優 鶴淵 洋二 田代 恵子 岡 容子 篠崎 順彦
72 2018年度 平成30年度
73 2019年度 平成31年度
74 2020年度 平成32年度
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組 織 
2017年度 

＜役員名簿＞ 

役職名 氏 名 所属クラブ 

会長 村田 吉昭 MOTOR クラブ 

副会長 下山 彰男 MOTOR クラブ 

副会長 大橋 光惠 さわやかクラブ 

理事長 村中 裕紀子 沼津グリーンテニスクラブ 

副理事長 小野 美英 高専クラブ 

事務長 村中 優 MOTOR クラブ 

副事務長 鶴淵 洋二 SSTC 

会計 田代 恵子 沼津グリーンテニスクラブ 

監事 篠崎 順彦 MOTOR クラブ 

監事 岡 容子 沼津グリーンテニスクラブ 

顧問 石川 雅之 千本クラブ 

顧問 一杉 常昭 千本クラブ 

顧問 庄司 順子 沼津グリーンテニスクラブ 

顧問 高嶋 成 千本クラブ 

顧問 齋藤 秀 MOTOR クラブ 

 

＜専門部長名簿＞ 

専門部 部長 氏名 所属クラブ 

審判部 高橋 允 中体連 

ジュニア育成部 村中 裕紀子 沼津グリーンテニスクラブ 

シニア部 村田 吉昭 MOTORクラブ 

沼津体育協会（正会員） 大橋 光惠 さわやかクラブ 
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協会所属 事業所・クラブ・組織一覧 

 

No. 事業所・クラブ名 代表者 常任理事 

１ 千本クラブ 石川 雅之 高嶋 成 

２ 沼津グリーンテニスクラブ 村中 裕紀子 鷲巣 鈴恵 

３ 明電舎ソフトテニス部 井出 邦雄 世古 益朗 

４ MOTORクラブ 齋藤 秀 齋藤 秀 

５ さわやかクラブ 大橋 光惠 藤井 重作 

６ 高専クラブ 中村 誠一 小野 美英 

７ ＳＳＴＣ 窪田 洋二 鶴淵 洋二 

８ ＥＡＳＴＣ 世古 早織 勝亦 涼 

９ アクトＳＴＣ 朝倉 弥生 － 

１０ 高体連 竹内 宏和 竹内 宏和 

１１ 中体連 内村 宗靖 内村 宗靖 

 

 

１２ 

 

 

小学生部会 

原ジュニア 

代表：佐野 将人 

 

 

石川 雅之 

 

 

山本 連 千本ジュニア 

代表：石川 雅之 

千本テニックス 

代表：堀田 和男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


