
2021年10⽉28⽇現在
会  ⻑ ⼭⽥ 悠⼀
副 会 ⻑ 篠原 房⾼ 広瀬 稔

副会⻑ 兼 理事⻑ ⽇下 啓⼆
副理事⻑ 花⽊内敬雄 ⿊⽥ 隆之 ⻘⼭ 悦⼆ 笠野 順⼀ （⼩⽥原）岩本 良則

相 談 役 ⽥村 義男
顧  問 河野 洋平 伊波 昭⼦ ⾼瀬 健⼆ 辻 修⾝ 池畑 邦彦
参  与 菱沼 ⼀夫 内⼭ 勝 ⾦⽥ 昭彦

仁尾 正和 井上 真⼈ 橋⼝ 健蔵 村⽥ 眞吾 岡崎 崇徳
鶴岡美津⼦ ⾼尾 俊之 笠原 康樹 岡崎 弘毅 永廣三代⼦
⾚堀 眞吾 ⼩野瀬眞由美 瀧本 幸⽂ ⼭本 健太 北野 博史
⽯崎 勇太 （横浜）窪⽥ 洋久 （川崎）⽥辺 雅章 （平塚）中⽥ 勉 （横須賀）市原 歳之

（藤沢）⼩池 健⼀ （相模原）渋⾕ 嘉⼀ （鎌倉）安福 哲男 （厚⽊）⼩林 英⼀ （⼤和）林 俊明
（座間）柴⽥ 厚⼦ （茅ヶ崎）鈴⽊ 孝尚 （逗⼦）久⽥⾒直樹 （寒川）倉⽥ 正剛 （伊勢原）⽥中 広吉
（秦野）⼩清⽔ 孝 （綾瀬）河⼝ 正⾏ （海⽼名）塩脇 照久 （⼥⼦連）橋⼝ 客⼦

常任監事 松本 憲明
監  事 （藤沢）持丸 昌⼰ （鎌倉）⾕本 淳

（横浜）熊⾕ 賢治 （横浜）⼤村 幸雄 （横浜）⼩島 淳 （川崎）加倉井浩⼀ （川崎）清⽔ 幸雄
（平塚）末永瑠璃⼦ （平塚）荒⽊ 勇司 （横須賀）⿊⽥ 祐功 （⼩⽥原）鈴⽊ 武夫 （藤沢）⻘⽊ 明彦
（藤沢）齋藤 賢司 （相模原）⾼橋 宏彰 （鎌倉）森 眞⼀郎 （厚⽊）橋本 満則 （⼤和）沖原 次久
（愛川）鈴⽊ 正美 （座間）⼤塚 信⾏ （茅ヶ崎）⽥中 博志 （逗⼦）末延 ⿓雄 （寒川）上⽥ 真稔

（伊勢原）⽴岩 詩朗 （湯河原）⽊村 幸夫 （秦野）六浦 満夫 （綾瀬）奥貫 徹 （三浦）空 席
（海⽼名）松尾 康博 （葉⼭）⻑⾕川裕⼀ （中テ連）⼤滝 雄司 （⾼体連）吉崎慎⼀郎 （⼥⼦連）宮原 章⼦

委 員 ⻑ 永廣三代⼦
副委員⻑ 井上 真⼈ 渋⾕ 嘉⼀

林 俊明 ⾼尾 俊之 柴⽥ 厚⼦ ⽥中 広吉
河⼝ 正⾏ 橋⼝ 客⼦ 平沢菜雅⼦ 秀島美恵⼦

委 員 ⻑ 瀧本 幸⽂
伊藤 孝光 鶴岡美津⼦ （平塚）北野 博史 （鎌倉）野本 剛志
中⽥ 勉

（横須賀）市原 歳之 （藤沢）指籏 博 （川崎）税⽥ 桂⼦ （秦野）降旗 淳
野⼝ 剛

(横浜）窪⽥ 洋久 （座間）曾⽥ 拓史 （寒川）宇野 和之 （伊勢原）⽴岩 詩朗
（湯河原）⽊村 幸夫 （海⽼名）福川 敦 （茅ヶ崎）伊藤 淳 （厚⽊）⼭下 昭男

委 員 ⻑ （平塚）北野 博史
伊藤 孝光 塩脇 照久 瀧本 幸⽂ 鶴岡美津⼦
鈴⽊ 孝尚 

（川崎）税⽥ 桂⼦ 永廣三代⼦ ⻨ 富栄 ⼩林 英⼀
(⼩⽥原）岸本 匡美 ⼩池 健⼀ (相模原）能瀬 俊治 (横浜）窪⽥ 洋久

委 員 (綾瀬）遠藤 洋久 （寒川）宇野 和之 ⼩清⽔ 孝 澤⽥ 誠

委 員 ⻑ 鶴岡美津⼦
副委員⻑ （⼤和）瀧本 幸⽂ （川崎）⾼橋 ⿓⼆ (横浜）濱 博司 吉本 孝⼦

（厚⽊）⾼橋 充代 （⼩⽥原）⽥中 邦男 （平塚）⼭本 純⼦ （相模原）梅⽥ 妙⼦
 渡邉美枝⼦

（愛川）綱島 洋⼦ （逗⼦）⼟⾕ 剛史 （秦野）降旗 淳 （藤沢）⼋尾 健史
（横須賀）庄賀 尚⼦ （綾瀬）橋詰亜紀⼦ （海⽼名）鈴⽊⽴⼀郎

委 員

審判委員会 常任委員 

神奈川県テニス協会 ２０２０・２０２１年（令和２・３年）役員

理  事

評 議 員

総務委員会
委 員

副委員⻑

常任委員

常任委員

⾏事委員会

委 員

ベテラン委員会
副委員⻑ 
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神奈川県テニス協会 ２０２０・２０２１年（令和２・３年）役員

委 員 ⻑ ⾼尾 俊之
副委員⻑ 岡崎 弘毅 ⼭本 健太

橋⼝ 健蔵 菅原 憲嗣 村⽥ 道昭 （川崎）原 賢次
（横浜）⼤村 幸雄 （相模原）吉⽥ 慎也
 (平塚）⻑島 秀介 （⼩⽥原）浅野 薫 （横須賀）豊⽥ 澄⼈  （藤沢）⼭⽥ 哲治
（厚⽊）川畑 憲⼀ (鎌倉）舩倉 英俊 （⼤和）佐藤 達也 （座間）佐藤 由康
（茅ヶ崎）須藤 巧 (秦野）佐藤 ⼤樹 （海⽼名）中家 勝彦 （綾瀬）本川 睦⽂

 （湯河原）佐々⽊ 浩

委 員 ⻑ 村⽥ 眞吾
副委員⻑ 笠原 康樹 ⾚堀 眞吾 松浦 寛⾏

⼩野瀬真由美 ⼭本 賢⼀ 倉⽥ 永⼀ 関場 和⼦
服部 哲也 中野 雅雄 ⽥中 光男 ⼭⽥ 靖彦
松本 圭 ⾼橋 ⿓⼆ 秋⼭ 真⼀ 牧⽥ 佳典
⼩⻄ ⼀真 溝⼝ 陽⾹

委 員 ⻑ 岡崎 崇徳
中嶋 俊⼀ 村⽥ 眞吾 鶴岡美津⼦ ⽯崎 勇太

平沢菜雅⼦

委 員 ⻑ 鈴⽊ 孝尚
副委員⻑ 笠原 康樹 嶋⽥健太郎

仁尾 正和 （川崎）⽥辺 雅章 (横浜）窪⽥ 洋久 塩脇 照久
（秦野）⾼⻄ 美幸 (厚⽊）荒⽊ 貞男 （相模原）⾼⽊ 淳⼀ （平塚）原 俊清

 （横須賀）市原 歳之 （⼩⽥原）杉⼭ 正洋   （藤沢）平野 まり （鎌倉）安福 哲男
（⼤和）栃堀 昌彦 （愛川）杉⼭ 浩⼀ （座間）野村 みさを （茅ヶ崎）川⼜ 清輝

（逗⼦）⽢粕久美⼦ 倉⽥ 正剛 （湯河原）露⽊ 隆弘 （綾瀬）⼤塚 ⾥枝
（海⽼名）⾼柳 智⼦

常任委員
実業団委員会

委 員

委 員

普及指導委員会
常任委員

委 員

ジュニア委員会
委 員

強化委員会
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