
賛助会員（法人・団体） 
 

橋本総業ホールディングス株式会社 
株式会社 富士薬品 
エストテニスクラブ 

 
 

スポーツサーフェス株式会社 
株式会社福島運輸 

一般財団法人 山梨県交通安全協会 
旭陽電気株式会社 

東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 
いとや 

 
 

グローブライド株式会社      (株)YSK e-com 
医療法人慈光会 甲府城南病院    清田法律事務所 

㈱スポーツサンライズドットコム   Tennis＆Resort Club Verde 
アメアスポーツジャパン株式会社   ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社 

株式会社ダンロップスポーツマーケティング   ヨネックス株式会社 
山梨中央銀行   ミズノ株式会社   タツミエンジニアリング株式会社 

ヘッドジャパン   杉本幹弘税理士事務所   ＳＭＢＣ日興証券株式会社 
山陽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱   GTK テニスクラブ 

 
 

株式会社ヤナセ甲府支店    株式会社東和不動産    株式会社クリエイトパートナーズ 
北原内科クリニック    株式会社早野組    日本連合警備株式会社 

医療法人快療会くつま整形外科医院    有限会社さくら    アルプス事務機有限会社 
紫光電気株式会社    株式会社ファースト    株式会社オーナメントサービス 

花形歯科医院    いまい眼科    依田産婦人科クリニック 
株式会社オズプリンティング    株式会社イシヤマ    折武株式会社 

総合印刷王文社    NTT 東日本山梨支店    ＭＳ山梨株式会社 
山梨トヨタ自動車株式会社    細田眼科医院    川田町奥藤二分店 

エームサービス株式会社  響が丘整形外科    株式会社きものあさ川 
クラウンファスナー㈱    (有)中部メディカル    株式会社 東洋設計事務所 

内科・呼吸器内科 保坂クリニック    岩間井戸工業株式会社    株式会社 YBS T&L 
株式会社マニュアルズ    長田在宅クリニック    山田ハートクリニック 

株式会社テニック東京営業所    ㈱システムインナカゴミ    甲府商工会議所 
株式会社メイキョー    飯田鉄工株式会社    オーエー情報機器株式会社 

株式会社伸電工業    株式会社 望月建創    わかくさ歯科   株式会社ササキ 



株式会社 日本ネットワークサービス   有限会社 中込寝具   山内歯科医院 
山梨トヨペット株式会社   日下部記念病院   八巻法律事務所   とんかつ青柳 
甲府倉庫株式会社   株式会社シップス   有泉自動車株式会社   二宮眼科医院 
株式会社オートバックス   ㈱アイ・コーポレーション   株式会社 山交百貨店 

山梨交通株式会社   とことん 871   マコト医科精機 株式会社   天野工業株式会社 
株式会社 印傳屋上原勇七   株式会社キョーサイ   ひまわり法律事務所 

 
 

宮川米肥店   けやき通り整形外科   ㈱エフエム富士   Lohas-Ｈａｉｒ Ｓｍｉle 
Lohas Beauty Ｓｍｉle   中込歯科医院   医療法人健輝会 げんきキッズクリニック 
株式会社 飯室商店   初鹿会計事務所   遠藤米穀酒類店   小倉税務会計事務所 

笛吹ジュニアソフトテニスクラブ   土屋眼科医院   （医）慈人会 高山皮フ科形成クリニック 
株式会社ベーネユナイテッド   (有)J エンタープライズ   有限会社サイトー宝飾 

武田接骨院   株式会社 名取建材   (株)ISHII TENNIS ACADEMY 
株式会社ナカゴミ建設   石川善一法律事務所   おがた歯科医院   株式会社舞鶴タクシー 
富士見工芸株式会社   有限会社サンリツ造園土木   株式会社リード   いいのクリニック 

イソベトーヨー住器株式会社   有限会社アイ・レックス   居酒屋 珍ちく林 
いしはらクリニック   株式会社イモト東京支店   有限会社ホットカンパニー  歯科若尾 
株式会社 中部   有限会社アサヒガレージ   甲府ビルサービス株式会社   岩永玩具問屋 
有限会社 共栄小林   株式会社ノア動物病院   （有）アルカディア   内藤歯科診療所 

有限会社 吟なべ上石田店   五味歯科医院   つつじクリニック    
株式会社 富士赤松ゴルフコース  ほそだクリニック  株式会社ラッキー商会 
もりや歯科クリニック  株式会社ヨネヤ  山梨県ソフトテニス連盟中学部 

株式会社リンクス  マオン株式会社  長谷川体育施設 株式会社 東京営業所 
㈱ダスキンファイブ  ナカムラ歯科医院  （医）茜潤会さいとう皮ふ科クリニック 

甲府南高校テニス部 OB 会  アオノ OA スクール  敷島金属工業株式会社 
櫻林腎・内科クリニック  甲斐日産自動車株式会社  佐藤建材金物株式会社  そば処 奥藤本店 

鮨 凪  さかおり倶楽部  さかおりワインクラブ  HIRO 企画  甲州語り部の会 
ＡＣＥ Ｔｅｎｎｉｓ Ｃｌｕｂ  ㈱ディナック中日本  トビアス情報機器株式会社 
スナック美樹の店  おざわ歯科クリニック  炭火焼肉あずさ  あいテニスクラブ 

アルプス通り歯科クリニック  株式会社センティス 21  株式会社フォネット  株式会社 岡島 
青葉インドアテニススクール  テニスショップ ローランギャロ  甲府市ソフトテニス協会 

中食フーズサプライ  有限会社 小島精肉店  レストラン シャンモリ 
山梨県レディースソフトテニス連盟すずかけクラブ・かいじクラブ  株式会社ルーセント 

矢ヶ崎皮フ科  原田歯科クリニック  社会福祉法人たくみ会 みんなの家青沼 
有限会社 高山電設  有限会社 小穴鋳造所  有限会社 武井設備  株式会社 白根アルミ 

酒座 輝  お食事処もりやま  画房庵 圓池園  雨宮工業株式会社 
 
 
 



賛助会員（個人） 
 

■テニスクラブ・サークル■ 
☆ACE tennis club 
相原 進,秋山智美,井上篤美,岩下房夫,大塩めぐみ,賀宮美子,木羽鈴子,後藤敦子,白倉久士,須藤由紀子,
原恵美子,山下博美,依田千春 

 
☆GTK TENNIS CLUB 
奥村葉子,神河庄司,神河美智子,近藤孝季,佐野 強,滝口大生,滝口 始,中澤幸子,野村直樹 

 
☆ＩＮＯテニス  小林秀徳 
 
☆ISHII TENNIS ACADEMY  白倉友美,中村洋枝 
 
☆ISHII インドア TC  石井恵子,内田加代子,輿石一磨,鈴木省子 
 
☆K3  新藤悦子 
 
☆RATTS  川口錠子 
 
☆YSKe-com  矢崎 仁 
 
☆あい TC 
青沼 功,伊藤三容子,岩上 清,岩間惠子,岩間秀太,岩間 蒼,岩間秀人,岩間仁美,岩間里央, 
岩間蓮花,上島正也,上田 博,大沢照美,小沢正臣,橘田勇貴,橘田勇真,橘田由希子,橘田 凛,功刀陽三, 
河野 泰,佐藤和彦,佐藤啓子,高沢翔音,高沢獅音,高沢寿美子,高沢雅和,鶴田 新,中川雅美,初鹿加代, 
早川たか子 

 
☆青葉インドア TC  大村義仁,大森みほ,反田 保,高野武仁,深澤和人,堀内慶太 
 
☆ウェボテニススクール  眞名子元樹 
 
☆エスト TC 
相川美杉,青木晴信,青柳一男,青柳啓介,青山 崇,赤池浩一,赤池まゆみ,A.A.,足立利恵, 
安部早苗,阿部美智子,安部嘉之,阿部梨奈,荒川照子,荒木美季,有泉春美,安東香代子, 
飯田映子,飯田克敏,飯田柚葉,飯田由美子,飯野明子,飯室文江,石井 敬,石井久美,石川一光,石原裕子, 
石原 修,石原かおる,石原正博,石原正博,石原光博,石原源幸,石丸加奈,石山清美,泉 俊哉,一瀬英治, 
一之瀬英男,一瀬眞理子,伊藤澄子,伊藤博之,伊藤洋一郎,伊原隆伸,伊原豊子,岩下邦夫, 牛山豊彦, 
牛山和永子,牛山友実子,臼谷恵子,榎本 功,榎本智子,遠藤信幸,大木祥裕,大久保瑛太,大久保貴章, 
大久保乃瑛,大下健太郎,太田浩司,太田昌延,大間幹子,大村 修,大村一美,大森康司,大森忠明,岡部進一,



長田秋二,長田紀子,長田ひろ子,小澤達也,尾澤直人,小沢則子,小沢ゆかり,落合喜世江,小中恵美, 
小中滋樹,小中美咲,小野文江,小尾清充,小俣善紀,加賀美茂,角田克彦,角田ひよ,河西晶子,笠井杏里, 
河西則子,片田 強,加藤 忍,加藤浩巳,加藤弘之,金山ゆみ子,萱沼敬之,川口美津子,川口洋司, 
河田順雄,久保嶋昌史,久保嶋亮太,窪田佳子,熊谷敏明,桑本拳汰,小泉文雄,小島由香,輿水小津江, 
輿水 哲,狐塚克彦,狐塚あずさ,狐塚理子,小林淳子,小林俊太,小林俊幸,小林直樹,小林真子,小林光弘, 
小林美和子,小林莉子,五味寛之,五味由起,斉藤恵利子,斉藤義人,三枝大七,坂井亮介,榊原由美子, 
坂本愛里,坂本和美,坂本聡太,佐々木千尋,笹本剛志,佐藤昭次,佐野 哲,佐野 隆,佐野眞人,佐野未菜斗, 
塩田千比呂,志岐啓一郎,志岐直子,宍戸俊介,清水勝子,清水 忍,清水満雄,清水温佳,C.S.,志村朋彦, 
志村紀子,志村裕一,新開 功,新藤 暁,新藤公生,新藤聡子,新藤尚拡,杉山達夫,須藤俊美,仙澤尚基, 
曽根 修,高井一光,高橋文子,武田裕子,田中暁子,田中健介,田中孝祐,田中久子,田中良祐,谷 栄子, 
谷口久美子,田原計志,塚本和篤,塚本 一,塚本結衣,柘植洋美,土屋慎司,土屋奈緒子,遠山美砂,戸澤 誉, 
戸島文奈,土橋明美,S.D.富岡好平,富岡淑子,富岡和樹,富岡信也,富岡仁美,長久保孝明,長久保孝, 
長坂寿彦,長澤 靖,長澤真紀,長澤佑香,中島泰子,中西はつき,中野 卓,中野眞仁,鍋島孝之,成瀬克彦, 
西加根子,野沢雄三,野中 久,花形照子,花輪亜子,馬場健次,馬場弘文,原田雅夫,原田正美,疋田 修, 
疋田野乃花,樋口雄一,深澤潮巳, 深澤 恵,深澤紘輝,深澤啓志,深澤麻紀,深沢美和,福田笑美,福永貴之, 
伏見葉子, F.F.,藤森弘子,船田隆行,古橋千恵,古屋久雄,古屋英子,古屋文和,保坂晴代,保坂満希子, 
細井友理子,堀内祐貴子,本田風海,前田成良実,前田宜包,真坂理恵,増田あきの,松井はるな,松木優子, 
松原厚志,松原朋香,松本仁彦,松本三佳,丸山徳衛,丸山祐也,丸山 良,宮川真身,宮崎佐智子,宮野雅夫, 
宮本智富美,三好 勲,三好直子,三好晴美,向山和徳,村松君彦, 村松麻紀,村松俊彦,村松雄太,望月杏生, 
望月 信,望月浩二, 望月宏吉,望月 環,,望月 幸, 望月 陽,望月美紀子,茂手木光治,森田忠宏,諸角明一,
諸角幸子,山岡博美,八巻哲也,山口栄志,山口洋子,山下通也,山田美和,山本美紀,横田洋子,横森由美子, 
横山 亮,渡辺幸代,渡辺伸二,渡辺千種,渡辺冨裕,渡邊智子,渡辺久江,渡辺弘美,帯金千春,谷川悦子, 
秦 永賢,後藤理嗣,芝田奈緒子,中西光太郎,林本 悠,田畑光章, 

 
☆(株)ササキテニスクラブ  雨宮 進 
 
☆(株)マニュアルズ 
笠井拓哉,笠井友紀,笠井翔太,笠井晴矢,笠井千夏子,笠井未来,笠井賢太,笠井勇太,笠井信子 

 
☆(株)メイキョーテニス部 
飯田早苗,稲垣真治,岡田好正,功刀茂夫,志村和彦,堀内一彦,田中みゆき,田中竜介,遠山和男,遠山若枝, 
中込信一,丸山和彦,丸山勝子,丸山聖子,向山賢治,横山千秋,横山光平 
 

☆(株)山梨中央銀行テニス部 
荻原早織,坂本錦子,坂本卓大,桜林 晃,清水雄一,赤池浩一,田中麻衣,徳丸昌之,富岡和樹, 
生原雄一郎,早川幸夫,古屋賀章,古屋にしき,堀内善仁,宮川芳夫 

 
☆カラバッシュテニススクール  光田 繁,坂口知央,山脇 功 
 
☆くつま整形サークル MR 



池田秀一,一瀬 浩,遠藤真人,岡田武士,小野杏史佑,小野航央,河西 渉,佐古健輔,佐藤正弥, 
塩谷隆仁,高野翔太,高橋 耕,武川喜男,西岡浩司,村松直樹,森川佳歩,森川恵介,森川湊介, 
吉田貴博 

 
☆グルメランドパンの木  小池志直 
 
☆クローバー  江里口節子,鈴木恵美子,山口しげ子 
 
☆甲府一高蒼友会 奥山賢一,北村豊司,窪田洋二,藤原紀代美,水村 勝,花形博子,木之瀬律子,山田 修, 
 
☆甲府信用金庫テニス部  日原寿浩 
 
☆小瀬レディース  上島淳子,紺野久美子 
 
☆橘テニスクラブ  池田正子,小澤真紀,清水 仁,武井美空,長谷川恵美,吉屋正樹 
 
☆玉穂総合スポーツクラブ  牛山邦彦,牛山大輔,牛山龍子,牛山洋平,佐藤光政,畑 警吾 
 
☆千葉県テニス協会  行方京乃 
 
☆テニスフォレスト河口湖  渡辺早苗 
 
☆ふるさと HOMARE 
久保田司,小池柊音,酒井大介,坂井ゆうこ,藤田宣大,松田公仁,山下博輝,山下ゆかり 

 
☆ポプラ  秋津淳子,坂口栄子,原本真由美,保坂理恵子,吉田徳子 
 
☆山一超  大沢政美,大沢雅之,遠藤 綾 
 
■高校・大学テニス部■ 
☆高体連 
♢甲府一高男子テニス部 
♢甲府東高校女子テニス部 
♢山梨学院高校男子テニス部 
♢山梨学院高校女子テニス部 

 
☆高体連テニス専門部  権太正弘,永井勇一郎 
 
☆金沢大学医学部公式テニス部  竹中雄輝 
 



☆山梨学院高校  保坂充彦 
 
☆山梨学院大学女子テニス部 
浅井紀乃,小田育歩,北村紗香,五味詩穂,坂本理紗,末吉美憂,永瀬麻衣,成田彩夏,西里夏子,原口沙絵, 
松本安莉,武藤やよい,渡辺千佳 

 
☆山梨学院大学女子テニス部父兄一同 
浅井修司,浅井順子,安部滋之,安部信子,安部由美,石野公美,石野衛,石野悠貴,猪俣 泉, 
猪俣範之,小田裕三,北村博昭,北村陽子,五味弘美,芝田明姿,芝田安弘,芝田有誠,末吉 功, 
末吉エミ子,鈴木聡史,鈴木真砂江,永瀬 朗,成田直也,成田幸子,西里 馨,原口 渉,松本 厚, 
松本三佐紀,武藤真一郎,武藤美穂 

 
☆山梨県庁 TC  渡辺茂夫,鎌田健義,鎌田幸美,堅田健吾,鎌田泰幸, 
 
■個人会員■ 
☆甲斐市 
赤塚昌義,井上将志,窪田千穂,窪田 優,紺野 寛,酒井 一,瀧田彦江,寺町国広,寺町恵子, 
丸山祐司,三好 正,三好洋子,望月洋進,望月節子,大野兼義,大野久美子 
 

☆甲州市  雨宮知洋,瀧川文子,林 勝秀,林 文香 
 
☆甲府市 
荒木 力,今村由美,大塩久男,太田富江,大野 進,長田芳樹,小田切光由,京嶌一郎,楠 克哉, 
楠 美紀,窪田 誠,桑本雄介,輿水政子,小松茂仁,権太圭吾,権太泰彦,佐藤晃一,佐藤まち子, 
滝田由美子,竹中理恵子,谷口均志,遠山 薫,中込恵子,中込さつき,中込貴司,中澤陽子, 
保坂紀夫,保坂節子,保坂有紀,前田小由理,前田哲幸,丸山さとみ,丸山哲央,丸山桃果, 
望月俊克,望月ふみ江,米山侑一郎,渡辺忠幸,渡邊玲旺, 矢崎則仁,矢崎みどり,矢崎 織,  
矢崎 頼, 

 
☆中央市  神宮寺利江,松村園子,望月富子 
 
☆中巨摩郡 
畑川暁子,矢崎 快,矢崎 仁,矢崎麻里,矢崎 澪 

 
☆西八代郡  一瀬正富 
 
☆韮崎市  小井詰真由美,五味政人,向山芳美 
 
☆笛吹市  岩窪幸子,小林美智子,境川診療所 
 



☆富士吉田市  矢内浩行 
 
☆北杜市  菊池伸江,小泉聖子,小林義智 
 
☆南アルプス市 
阿部恵里花,阿部沙弥香,内田剛史,小林 繁,五味寛子,五味泰彦,清水敏男,清水はるか, 
千葉教美,深沢美紀,深澤めぐみ,深沢優輝,渡辺けい子 

 
☆南巨摩郡  高井利樹,樋口純子 
 
☆県外・その他 
荒木洋子,大西一,上村和美,河野映二郎,河野房子,小林 充,スズキタカシ,イワタチエコ, 
ヤマダカツヒロ,高見沢町子,瀧田和也,瀧田侑佑,寺門巳知男,寺門倫子,西寺知恵,細田光人,真木裕美子,
吉川武寛,岡澤 信,岡澤美重子,竹内郁美,藤井あゆみ,山田克浩,フシミアヤ, 
 
望月政男,小野嘉一郎,小林 修,仲沢一雄、仲沢 茜,今津清伸 
 

 


