
昭和 31 （小山　佐雄） 宇都宮
32 （大貫　辰三） 宇都宮
33 （小林　光太郎） 足　利
34 （森本　捨三） 宇都宮 （横山　福四郎） 宇都宮
35 （青木　嘉治） 足　利 斎藤　重弘 那　須 足利庭球連盟
36
37 （渡辺　哲三） 宇都宮 （荒井　誠作） 鹿　沼 宇都宮軟式庭球連盟
38 （五味渕　均） 大田原 長　　明 足　利 鹿沼庭球クラブ
39 （宮島　豊） 宇都宮 (田部井　史郎) 足　利 黒磯テニス倶楽部
40 （酒見　一夫） 宇都宮 （大野　竹雄） 鹿　沼 佐野庭球クラブ
41 （服部　豊） 佐　野 （伊藤　貢） 宇都宮 小山市庭球クラブ
42 （高木　慶） 黒　磯 （原田　信次郎） 足　利 日立栃木軟式庭球部
43 （福田　次郎） 今　市 （神辺須　敏雄） 宇都宮 宇都宮工高OBクラブ
44 （市村　正七） 足　利 （高野　房吉） 宇都宮 真岡庭球クラブ
45 高松　政男 宇都宮 （和田　清） 宇都宮 日光精銅所軟式庭球部
46 （久野　俊郎） 宇都宮 （中條　正臣） 鹿　沼 県北庭球協会
47 （浜野　泰一） 宇都宮 （中野　平八郎） 足　利 栃木市庭球クラブ
48 津久井　房男 黒　磯 戸恒　慶三 佐　野 塩谷地区庭球連盟
49 （柿沼　俊一） 大田原 （大窪　春吉） 真　岡 今市市庭球クラブ
50 (相澤文三郎) 宇都宮 （永井　康之助） 氏　家 宇都宮大学軟式庭球部
51 加藤　政一 黒　磯 阿久津　文夫 小　山 塩原テニスクラブ
52 (秋野　利市) 佐　野 中森　重一 宇都宮 市貝テニスクラブ
53 （山下　春衛） 宇都宮 蓮実　武雄 那　須 宇都宮市役所軟式庭球部
54 （小池　嘉子） 宇都宮 （上山　準） 市　貝 富士重工宇都宮軟式庭球部
55 （市川　弘） 鹿　沼 床井　裕 宇都宮 JT宇都宮軟式庭球部
56 渡辺　清 今　市 大柿　一男 宇都宮 JR宇都宮運転所
57 前田　周作 宇都宮 関沢　良一 鹿　沼 コマツ小山軟式庭球部
58 （増渕　善四郎） 宇都宮 若林　利信 大田原 足尾テニスクラブ
59 森本　寧之 宇都宮 櫻井　日出男 足　利 烏山テニスクラブ
60 津久井　昭 黒　磯 (茂呂　健児) 栃　木 東京電力庭球クラブ
61 筑後　清寿 小　山 （斎藤　実） 宇都宮 富士通小山軟式庭球部
62 益子　晃一 黒　磯 荻野　次男 宇都宮 日光市軟式庭球連盟
63 山本　進 野　木 横田　忠義 宇都宮 アキレス軟式庭球部

平成 元 （永嶋　賢四郎） 佐　野 阿久津　敬 宇都宮 矢板市軟式庭球連盟
2 箕輪　昇 宇都宮 中村　光雄 足　利 宇都宮ママクラブ
3 田中　晴久 日　光 菊池　武 宇都宮 葵テニスクラブ
4 （蓮見　朝夫） 烏　山 三上　節夫 宇都宮 黒羽ソフトテニスクラブ
5 松本　利信 小　山 伊原　耕一 日　光 日本信号宇都宮事業所ソフトテニス部
6 （早川　正一郎） 栃　木 筧　祐三久 宇都宮 野木町ソフトテニス連盟
7 古来　文雄 高体連 鈴木　春雄 足　尾 宇都宮クラブ
8 （清永　征司） 氏　家 武田　里子 宇都宮 大田原クラブ
9 田村　哲二 鹿　沼 村川　勝秋 今　市 益子町体協ソフトテニスクラブ
10 藤田　春男 宇都宮 牛久　長吉 栃　木 栃の葉クラブ
11 木嶋　政雄 足　利 神山　正 足　尾 栃木ママクラブ
12 上條　久義 日　光 宇賀神　儀男 宇都宮 冨士見が丘ソフトテニスクラブ
13 中垣　皓子 宇都宮 常川　秀夫 宇都宮 足利ママソフトテニスクラブ
14 古城　郁夫 真　岡 国井　富士雄 高体連
15 生田目　洋子 宇都宮 磯　忠昭 黒　磯   
16 野城　良弘 佐　野 渡辺　清二 矢　板 芳賀ソフトテニスクラブ
17 中村　きぬ 栃　木 藤沼　宣弘 宇都宮 宝木ソフトテニスクラブ
18 海老原　昇 高体連 篠崎皖子 宇都宮 真岡四ツ葉ソフトテニスクラブ
19 長谷川　昇 高体連 青木　弘 宇都宮 小山OGクラブ
20 馬場　正明 高体連 蕗田　昇 足　利 宇都宮文星女子高等学校ソフトテニス部
21 若井　康弘 下　野 岩田　三枝子 小　山 キヤノン
22 人見　義雄 宇都宮 早乙女　文夫 高体連 矢板中央高等学校ソフトテニス部
23 大久保　忠雄 宇都宮 地主　世津子 那須烏山 栃木県立真岡高等学校ソフトテニス部
24 鯨　昭雄 真岡 長　光則 高体連 栃木県立真岡女子高等学校ソフトテニス部
25 阿久津　進 真岡 大塚　春海 高体連
26 菅　弘武 足利 加藤　實 宇都宮 栃木県立栃木工業高等学校ソフトテニス部
27 小西　康之 宇都宮 岡崎　裕 益　子
28 加藤　勉 宇都宮 鮒田　健司 芳　賀
29 西島　啓介 大田原 木所　一典 中体連
30 長井　周彦 西那須野 海老沼伸夫 サンスポ

令和 元 戸井田　利夫 栃木うづま落合　正則 高体連
令和 2 伊藤　武 矢　板 桑木　正 芳　賀

宇都宮短期大学付属高校男子ソフトテニス部

　　　《日本連盟支部功労者・優良団体一覧表》

支　　部　　功　　労　　者 優　　良　　団　　体

白鴎大学足利高校女子ソフトテニス部

年度

足利ソフトテニス連盟

栃木県立那須清峰高等学校ソフトテニス部

富士通小山

今市ジュニアソフトテニスクラブ
大田原クラブ

栃木県立宇都宮工業高等学校ソフトテニス部
栃木市ソフトテニス連盟



氏   名 所   属

平成 青木　弘 宇都宮クラブ

13 大川　靖夫 足利クラブ

津久井　仁一 黒磯倶楽部

人見　義雄 宇都宮クラブ

中居　重信 宇都宮シルバークラブ

松島　とし 小山クラブ

野城　良弘 佐野クラブ

菅　弘武 足利クラブ

大谷　逸夫 宇都宮シルバークラブ

篠崎　皖子 栃の葉クラブ

高橋　トミ 宇都宮ママクラブ

蕗田　昇 足利クラブ

加藤　實 宇都宮クラブ

佐藤　昌俊 中体連

柴田　淳 今市スポーツ少年団

小林　啓佑 足利クラブ

馬場　正明 高体連

桑木　正 芳賀クラブ

木所　一典 中体連

沢村　満 高体連

鈴木　重雄 佐野クラブ

早乙女　文夫 高体連

寺尾　博一 足利クラブ

平野　博 今市クラブ

鹿嶋　晋 宝木クラブ

藤田　ヤス 大田原クラブ

大塚　春海 高体連

大平　功 黒磯倶楽部

江原　美智子 足利ママクラブ

丸山　洋子 宇都宮ママクラブ

玉木　光一 矢板クラブ

村越　弘 高体連

長　光則 高体連

阿久津　進 真岡クラブ

伊東　清和 高体連

新村　尚　 高体連

伊藤　武 矢板クラブ

岩渕　辰夫 芳賀クラブ

福田　義一 鹿沼ソフトテニスクラブ

前田　洋子 大田原クラブ

遅沢　國衛 黒磯倶楽部

落合　正則 高体連

渡辺　礼子 宇都宮ママクラブ

鮒田　恭子 芳賀ソフトテニスクラブ

神山　侑男 今市クラブ

沢村　光二 大田原クラブ

成田　純 高体連

田部田　正吾 足利クラブ

五十畑　覚 栃木うずまクラブ

藁科　実 高体連

大塚　嘉直 高体連

古城　清子 真岡クラブ

令和 鈴木　良孝 高体連

元 平山　一浩 大田原クラブ

令和 山口　利英 佐野ソフトテニスクラブ

2 釜島　秀治 富士見ヶ丘ソフトテニスクラブ

榊原　和子 真岡クラブ

県連盟受賞者（功労賞・優良団体賞）

益子ジュニアソフトテニスクラブ

BCファイターズ（ジュニア）

今市スポーツ少年団ソフトテニス部

宇都宮短期大学附属高等学校ソフトテニス部

県庁ソフトテニスクラブ

佐野ソフトテニスクラブ

宝木ソフトテニスクラブ

芳賀ソフトテニスクラブ

17

18

19 宇都宮シルバーソフトテニスクラブ

　　　　　　―

黒磯ソフトテニス倶楽部

23

22

21

20

功  労  賞
優 良 団 体 賞

14

年度

15

16

日光市立今市中学校女子ソフトテニス部

一本松ソフトテニスクラブジュニア

　　　　　　―

　　　　　　―

24

25

宇都宮短期大学附属高等学校ソフトテニス部

矢板市ソフトテニス協会

西那須野ソフトテニスクラブ

29 芳賀ソフトテニスクラブジュニア

26

27

28

30 レディース連盟


