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★★★加加加盟盟盟クククラララブブブののの紹紹紹介介介★★★    
魚魚魚津津津ロロローーーンンンテテテニニニスススクククラララブブブ    
代 表 者 名：大嶋 儀一 
会 員 数：10 名 
クラブ設立：1973 年 
 

市内 のテ ニ スク ラブ の 中で は最 も

長い歴史と伝統のあるクラブで、魚津

市テニ ス協 会発 足の 原動 力と なり ま

した。 
 
 
 

おおおはははよよようううテテテニニニスススクククラララブブブ    
代 表 者 名：野沢 良成 
会 員 数：57 名 
クラブ設立：1981 年 
 
＜紹介文＞ 

小学生から中高年まで年齢層が

広く、また技術レベルも幅広いこ

とが特徴です。 
練習日は、日曜日と祝日で、朝７時から８時３０分までミラージュのテニスコ

ートでしています。日曜日の大嶋コーチの球出しの時にはわきあいあいと大行列

になって「ナイスショット！」「おしい！」と早朝から歓声があがります。「早

起きは３文の得」と、ことわざにもあるように、クラブ員は毎週得ばかりしてい

ます。 
夏には、クラブ員で、古くは妙高パインバレー、近年では能登の方に合宿に出

かけます。また金曜日の夜は、西部中でナイター練習をしています。ナイターに

も沢山の参加者があり、メンバーチェンジをしながら皆で仲良くゲームを楽しん

でいます。 
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グググラララスススホホホッッッパパパーーーテテテニニニスススクククラララブブブ   

代 表 者 名：石原 勝 

会 員 数：38 名 

クラブ設立：1977 年 

 

グラスホッパーテニスクラブは 2007 年に

設立 30 周年を迎えることとなりました。クラ

ブ設立当初は同年代の仲間が集まりスキーやボ

ーリング、はたまた飲み会で、テニスはボチボチ？という感じで活動していましたが、い

つのまにかテニスがメインのクラブに大変身を遂げました。 

クラブのメンバーは２０代～５０代で構

成されていますが、年齢差を感じさせない

位に楽しい雰囲気で活動しています。「テニ

スをやりたい！」と言う方は、経験者・初

心者を問わずヤル気さえあれば大歓迎です

(^^)v 

コーチ達は、上手にアメとムチ(笑)を使

い分けて、それぞれのレベルに合わせて指

導します。興味がある方は練習を１度見に

来て下さいね m(__)m 

 

 

ドドドルルルフフフィィィンンンテテテニニニスススクククラララブブブ   

代 表 者 名：宮井 鐵太郎 

会 員 数：29 名 

クラブ設立：1987 年 

 

「みんなで楽しくテニスをしまし

ょう！！」をモットーとしています。 

老若男女年齢問わず入会できます。

魚津市内、市外問わず初めてテニスを

される方も親切に教えます。 

テニス以外にバーべＱやお楽しみ合宿などもあります。 

テニスはボチボチの
20年前のグラス 

ここには、間違っても泊ま

っていません！ 
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魚魚魚津津津レレレデデディィィーーーススステテテニニニスススクククラララブブブ   

代 表 者 名：平田 圭子 

会 員 数：12 名 

クラブ設立：1976 年 

 

魚津レディーステニスクラブは、

協会の中でも早くに結成された、歴

史のあるクラブで、その名のとおり

女性だけのクラブです。 

今 で は メ ンバ ー も す っ か り 入 れ 替

わり、少人数となってしまいました

が、先輩たちが築いて下さったクラブの名を守っていかなければ･･･と強く感じ

ております。平日のみテニスの出来る主婦を中心に活動しています。テニスでい

い汗をかいた後には、おしゃべりやお茶をして、素敵な時間を過ごしております。

第一の目的は、もちろんストレス解消です。 

「いつまでも元気で、仲良く･楽しくテニスをしよう!!」をモットーに頑張って

いきたいと思っています。もちろん私たちの仲間になって下さる方は大歓迎です

よ。ご連絡お待ちしています!! 

 

スススギギギノノノマママシシシンンンテテテニニニスススクククラララブブブ   

代 表 者 名：徳道 世一 

会 員 数：22 名 

クラブ設立：1982 年 

 

＜紹介文＞ 

ス ギ ノ マ シ ン 社 員 及 び そ の 家 族

や仲間で構成するクラブです。 

入会資格も上記のとおりですが、

入 会 希 望 の場 合 は ク ラ ブ 員 か ら 代

表者への紹介が必要になります。 

様々なレベル、目的の会員が集まっているため、活動は会員個々かつ不定期で

行われています。 

 

中ノ口運動公園での練習の様子  
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ＤＤＤＥＥＥＣＣＣテテテニニニスススクククラララブブブ   

代 表 者 名：太田 正 

会 員 数：15 名 

クラブ設立：1985 年  

 

ＤＥＣテニスクラブは、腕自慢の

テ ニ スの 王 子 様 が 王女 様 求 め て 集

う 伝 統と 実 績 の あ るク ラ ブ チ ー ム

です。実戦練習を中心とした練習で

腕をしのぎあい、大会で燃え尽きる・・・そんな熱い青春学園プレーヤーが多く

います。（王女様も頑張っています！）自分の腕を試してみたい方、熱くなりた

い方、お待ちしています！道場破りも大歓迎！！ ※持って帰れる看板はありま

せん m(__)ｍ  

 

パパパナナナソソソニニニッッックククテテテニニニスススクククラララブブブ   

代 表 者 名：海野 克彦 

会 員 数：１９名 

クラブ設立：1986 年 

 

 

 

 

 

 

 

 会社敷地内のテニスコートに不定期集合し『ドタバタ』と練習していましたが、

新棟建設に伴ない、クラブ活動の場を失ってしまいました。その時点でクラブの

存在価値を問われましたが、『一念発起』部員全員で立ち上り、現在は桃山テニ

スコートをホームコートとし、毎週土曜日午前中に特訓しています。各選手のレ

ベルは徐々に向上しており、近い将来に魚津市の各大会で旋風を巻き起こそうと

目論んでいます。と言うことで、本クラブは基本的に社員で構成されており、現

在のところ入会して頂くシステムにはなっておりませんが、今後もテニスを通じ

て地域へ貢献して行きたいと思っております。 

今後もお手柔らかに．．．．．よろしくお願い致します。 

 

忙しいなぁ  
テニスできないよ．．． 
（部長のひとりごと）  
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魚魚魚津津津悠悠悠遊遊遊テテテニニニスススクククラララブブブ   

代 表 者 名：大浦 龍雄 

会 員 数：５０名 

クラブ設立：１９９０年 

 

テニスを通じて親睦と交流

を深め、楽しく行うことが最

大の目的としております。 

年中行事として、１泊２日

の合宿と春秋２回の箕輪テニ

スコート日帰り練習会（バー

ベキューあり）を予定してい

ます。 

 

 

 

 

 

魚魚魚津津津市市市役役役所所所テテテニニニスススクククラララブブブ   

代 表 者 名：吉川 高広 

会 員 数：15 名 

クラブ設立：1980 年 

 

魚津市役所テニスクラブは、文

字通り市職員が主なメンバーです。

しかし、年齢・性別・職業・国籍、

経歴・実力・性格・その他、すべ

てが不問である（らしい）ので、

どなたでも柔軟に参加できます。 

協会では新参ですが、多くの意味で精鋭が名を連ねることが特色です。クラブ

設立以来、コート内外での伝説的な話が伝わる重厚な存在感を放つベテラン勢。

各分野で幅広く奮闘する中堅層。そして、ひたすら練習好きな若手など。宴会要

員から競技重視系まで多種多様ですが、テニスとなるとみんなガッツあふれるプ

レーを見せてくれる個性派揃いのとても元気なクラブです。 
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★★★スススクククーーールルルののの紹紹紹介介介★★★   
ジジジュュュニニニアアアテテテニニニススススススクククーーールルル   

代 表 者 名：吉川 高広 

クラブ設立：1994 年 

 

テニスの底辺拡大を目的に、1994

年から小学３年生～中学３年生のジ

ュニアを対象にミラージュテニスコ

ートで活動しています。 

将来の魚津のシャラポアを育てた

くて、協会の迷コーチが一生懸命教え

ています。例年、ジュニアが 20 から 30 名、保護者の方が 10 から 15 名ほど参

加されています。 

やる気のあるジュニアを募集中です！ 

 

 

うううおおおづづづ総総総体体体スススポポポーーーツツツクククラララブブブ   テテテニニニススス教教教室室室   

代表者名：井村 大樹 

人  数：20 名 

 

魚津市テニス協会の協力により、う

おづ総体スポーツクラブのプログラ

ム、「テニスを楽しくできるようにな

るための教室」を 2007 年よりスタ

ートしました。毎週月曜日 AM10:00

から 12:00 まで、桃山屋内グラウン

ドで練習しています。 

テニスの楽しさが増すと同時に、仲間が仲間を呼び、人数も少しずつ増え、現在

はサークル的な感じになってきています。このまま続けて行けば、新しいテニスク

ラブが誕生するかもしれませんよ。 
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魚津市テニス協会員名簿 
＜魚津ローン  10名＞ 

大島 信行   大嶋 儀一   小杉 紘平   鈴木 克比己  西尾 明人 
前田 哲幸   宮井 鉄太郎  村瀬 克幸   八木 大介   前田 小由理 

 

＜おはよう  55名＞ 

浅田 万里子  野澤  良成   山西 一哉   黒坂  博光   吉村 哲一 
荒木 幸子   川合  外喜雄  本郷   和久   黒坂  智賀子  吉村 晶子 
石浦 れい子  浦田  勉    牧野   博    黒坂  智恵   廣田   芳憲 
稲場 織衣   石崎 正幸   松村 成泰   井村 俊朗   廣田 真喜子 
浦  由紀子  岩田 豊武   長沢 隆一   井村 栄子   廣田 健太郎 
越湖 泰子   大崎  芳雄   中村   和典   井村  大樹   八倉巻 暁美 
金谷 朋美   太田 勝久   中田 啓子   浦山 弘幸   八倉巻  周平 
黒田 礼子   木谷  隆一   廣田 千草   浦山 民子   八倉巻 昌平 
笹原 揚子   窪田  正義   細田 邦子   弥生 大三   芝  忠司 
沢泉 悦子   小峰 正文   宮崎 瞳    吉沢 悠    芝  真司 
春名 美和子  船崎  志乃武  八倉巻美智子  栃沢 昌宏   芝  雄介 

 

＜グラスホッパー  61名＞ 

朝倉 秀篤   石川 竜也   石野  茂雄   石原  勝    大島 勇輝 
岡本  正    久崎 淳    島  大介   清水 雅大   滝川 恵介 
滝川 啓成   竹内 康貴   谷口 長幸   谷越 諭史   寺崎 博文 
永島 清司   浜田  信治   濱中 雅司   広瀬 俊明   村井 直樹 
八木 正隆   山岸 裕一   吉川 高広   吉崎 治    若林 直人 
渡辺 智之   浅井 理恵   足立 千鶴   飯野 陽子   石野 由香子 
石原 尚美   岩崎 瑞保   上田 靖子   榎本 愛弓   岡本 絹恵 
岡本 真理野  笠木 惠子   笠木 理恵   観堂 寿代   黒田 礼子 
後藤 奈美   佐々木 美穂  柴田 恵    杉田 麻衣子  高倉 孝子 
高橋 愛    高林 真理   竹本 わかの  竹山 三紀子  経沢 めぐみ 
鶴瀬 由美子  出澤 佳恵子  飛世  一美   長崎 純子   中田 敬子 
松野 智子   村井 香織   室口 育子   室口 桐子   吉川 明子 
吉田 祐子 

 

＜ドルフィンズ  16名＞ 

石倉 正樹   宮井 鉄太郎  浦山 弘幸   宮津 新治   森  信男 
越湖 喜芳   鍛冶 茂美   野田 純夫   徳井 成子   浜岡 多喜子 
谷口 栄子   佐渡 照代   亀田 裕子   黒坂 智賀子  浦山 民子 
宮津 幸子 
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＜魚津レディース  12名＞ 

平田 圭子   広瀬 順子   島津 美佐子  田村 清美   黒坂 智賀子 
長島 冨美子  大崎 みどり  佐藤 順子   河村 晴美   八倉巻 暁美 
中田 敬子   馬場 静代 

 

＜スギノマシン  21名＞ 

永田  幸明   竹内  隆    酒井   英明   米沢  直人   中坪   正之 
本波  洋一   徳道   世一   大上戸  伸一  船崎  志乃武  大上戸   衛 
田端  洋一   四月朔日三保子 米沢   恵美子  油本  朋子   四谷   正美 
湊   順子   大田   桂子   新酒  陽子   徳道  直美   本波   真希子 
毛利  美生 

 

＜ＤＥＣ  18名＞ 

太田 正    吉野 栄一   飛世 淳一   武田 昭典   島沢 大輔 
慶伊 隆広   米山 聡    中村 慶史   伊藤 正貴   伊藤 節子 
梅原 光章   柳原 靖憲   石田 滋    松下 圭介   芝  忠司 
南茂 正美   藤波 佳永子  古田 真由美 

 

＜パナソニック  19名＞ 

相田 史裕   伊藤 健宏   岩元 伸行   臼田 正幸   海野 克彦 
江田 成行   遠藤 健一   大江田 克則  尾﨑 洋司   澤   武尊 
千秋 嘉輝   寺崎 博文   梨本 昭男   萩中 康浩   二木 淳一 
堀江 雄介   真下 正信   増田 博康   吉森 豊明    

 

＜魚津悠遊  43名＞ 

大浦 龍雄   寺崎 義弘   越湖 喜芳   稲垣 晃一   鈴木 潮 
本庄 雅一   松島 修    橋本 博憲   鍛治 茂美   松木 正夫 
小杉 紘平   東井 哲夫   新井 賢治   小熊 清史   徳井 修身 
上田 高志   長島 建夫   田辺 実    村田 太    十二 素雄 
太田 勝久   江幡 孝道   前場 信市   廣田 宗夫   寺口 あき子 
小熊 房江   浦山 民子   稲垣 一美   池崎 みき子  澤田 明子 
浅田 万里子  沢泉 悦子   石浦 れい子  大崎 みどり  南里 恵美子 
佐藤 順子   加藤 豫蒲子  島  喜代美  村田 郁恵   十二 紀代 
岡本 絹恵   前場 孝子   徳道 敏子 

 

＜魚津市役所  20名＞ 

吉川 高広   松木 正夫   上田 高志   浜田 信治   堀  昭禎 
稲村 修    中村 重明   海野 貴志   石坂 繁    宮野 司憲 
五十嵐 孝   赤坂 喜英   井村 大樹   石川 竜也   清水 雅大 
石野 由香子  吉村 晶子   舟本 忍    前屋 さおり  折川 直子 
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