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日光テニス協会設立40周年おめでとうございます！

日光テニス協会40周年にあたりご挨拶申し上げます。

一言で40年と言いますが、日光テニス協会（当時今市テニス協会）設立の尽力者そして40年間継続するため
にしっかりと運営されてきました役員・理事の皆様には本当にご苦労様でした。感謝と敬意の意を表します。

また、各種大会やイベントや講習会に参加されました皆様には御礼と感謝の意を表します。

日光市体育協会やテニス関連関係各位の皆様のご協力ご指導にも感謝致します。

10周年記念詩「飛翔」が発行されてから30年が過ぎましたが協会加入クラブの数は現在６クラブと少なく少子
高齢化の影響もありテニス人口も減少傾向の中、大会運営やレベルアップ練習会等試行錯誤中です。

しかし、錦織圭（世界ランキング１１位）、大阪なおみ（世界ランキング４位）の活躍もありジュニアのテニス人
口は増加が見込まれています。

日光ジュニアTCも２４年ほど活動し栃木県のトップクラスの選手を育ててまいりました。残念なことは、中学校
にテニスクラブが無いのでテニスが続けられない選手がたくさんいることです。

２０１６年度より日光市体育協会のご協力を得て日光テニス協会のHPをスタートできたことは非常に有意義で
テニス仲間を楽しませているものと信じています。ぜひご覧下さい。

テニス人口増加の為に大会や初心者講習会やレベルアップ練習会など継続してまいりますのでテニス愛好
者の皆様遠慮なさらず参加して頂けますようお願い申し上げます。

また、役員・理事の皆さんも日光市のテニスの発展の為に益々ご尽力下さいますようお願い申し上げます。

丸山公園テニスコート8面の人工芝更新（2017年12月）完了、所野コート10面の人工芝更新も本年度予定さ
れています。

皆様のご健勝とご活躍を祈念申し上げましてごあいさつとさせていただきます。

日光テニス協会 会長
中川 英則

１．ご挨拶
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日光テニス協会設立40周年を迎えて

協会設立40周年を迎えることとなりおめでとうございます。

協会設立当時のことを思い出しますと、昭和54年に今市市に硬式テニス協会が発足したことを記憶して
います。

初代会長は安達侑弘氏が就任し、その下で竹内秀夫氏、吉原一司氏と一緒に協会発展のお手伝いを始
めました。

当時は、丸山公園にテニスコート（ハードコート4面）が完成した時であり、協会内のテニスクラブは唯一
今市テニスクラブだけと聞いております。その後、たくさんのクラブが協会に加盟し現在の形となりました。

この間、昭和63年には加盟クラブが一同に集まり、盛大に協会設立10周年の記念式典が行われました。

１８ページの写真は当時のもので懐かしい方が大勢写っています。

平成13年に先代の意思を引継ぎ、２代目会長を引き受けることになりました。協会として幅広い世代にテ

ニスを広める事業を進めた結果、小学生を対象にしたジュニアテニスクラブが協会に加盟し、また全国規
模の「テニスの日 推進協議会」のイベントを栃木県内で一番早く行うことができました。テニスの普及にご
尽力された皆様方に深く感謝申し上げます。

協会の発展とともに歩んできた中で、私事ではありますがテニス指導員の取得、関係団体（日本体育協
会、栃木県、日光市）からの表彰を受けることができました。関係されました方からのご指導、ご推薦誠に
ありがとうございました。今後とも協会と一緒にテニスの普及に深く係わって行きたいと考えています。

最後になりますが、これから設立50周年に向けて、協会の更なるご発展、ご活躍を強く期待しましてごあ
いさつとします。

１．ご挨拶

日光テニス協会 顧問
茂呂田 光男
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１．ご挨拶

日光テニス協会設立40周年おめでとうございます

日光テニス協会OB
上吉原 勉

日光テニス協会設立40周年を迎えることとなりおめでとうございます。

ほぼ50年前には栃木県では軟式テニスが主流であり、テニス（硬式）となると多くの人は、その存在さえ
知らない状況でしたが、当時今市工高に硬式テニス部が誕生し活躍していました。

もちろんそのころの高校では部として存在していたのは4・5校でしたが、その中でも今市工高の活躍は

すばらしく、インターハイや国体にも選手を送り出しました。その後県のテニス界で多くの卒業生が活躍し
ています。そのような時期に今市市にもハードコート４面が出来、今市市でもクラブ結成のまとめ役として
栃木県テニス協会副理事長の故安達侑弘氏が中心となり今市テニスクラブが誕生した訳です。以来着
実な歩みをみせて今市市だけにとらわれずテニスの普及につとめ近所の市や町、そして事業所などにも
クラブ結成を呼び掛けた結果、その当時、今市クラブ、古河日光、足尾、日光、大昌電子、今市市役所、
ヨックモック、ダブルス等の参加を得て今市テニス協会を運営していました。

日光テニス協会は、平成１８年（２００６年）の日光市、今市市、足尾町、藤原町、栗山町の合併でできた
日光市に合わせ日光テニス協会となりましたが、日光テニス協会４０周年を迎えるまでには各クラブから
の代表者（理事）、そして役員全員の着実な協力と努力が無ければでき得ないことです。運営に携わった
皆さんには感謝と敬意を表します。

最後になりますが、私も８０歳までテニスを続けてまいりましたが本年８７歳となりテニスはできませんが
趣味の版画は続けておりますのでご近所にお越しの際はお立ち寄り下さい。

皆さんの益々のご健勝と日光テニス協会の更なる発展を祈念申し上げましてごあいさつとします。
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２．日光テニス協会の歴史
〇1978年（昭和53年） 今市工高テニス部OBにより今市TC発足

・丸山公園ハードコート4面完成 ・今市体育協会加盟

・第1回今市テニス選手権シングルス開催

〇1979年（昭和54年） 今市テニス協会 正式発足

・会長：安達 侑弘 理事長：竹内 秀夫

〇1980年（昭和54年） 第1回今市テニス会長杯クラブ対抗大会開催

〇1988年（昭和63年） 今市テニス協会10周年記念詩「飛翔」発行

第1回上吉原杯ミックスダブルス大会

〇1990年（平成2年） 第1回日光テニス選手権ダブルス

〇1995年（平成7年） 第1回理事長杯テニス大会ダブルス

〇2005年（平成17年） 第1回日光市民大会シングルス

○2005年（平成17年） 日光ジュニアスポーツ少年団登録

〇2006年（平成18年） 今市テニス協会 ➡ 日光テニス協会発足

〇2016年（平成28年） 日光テニス協会ＨＰスタート

体育協会専門部テニス部及び栃木県テニス協会ともリンク

日光体育協会→専門部テニス部 又は 日光テニス協会 で検索

〇2018年（平成30年） 日光テニス協会40周年記念パーティ＆テニス交流会

http://www.nikko-sports.org/senmon/senmon_details.shtml?46

年間
4回～１0回

各種大会を
企画運営
継続中

人工芝コート
丸山8面
所野10面
藤原4面

落合・豊岡・
塩野室
各2面
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３．日光テニス協会加入クラブ

・会長

安達 侑弘（1978年～2000年）

茂呂田 光男（2001年～2015年）

中川 英則（2016年～）

・理事長

竹内 秀夫（1978年～1980年）

吉原 一司（1981年～1986年）

沼尾 桂一（2001年～2015年）

野中 忠明（2016年～）

• 今市TC（1978年～）

• 古河日光TC（1979年～）

• 足尾ﾛｰﾝTA（1980年～2002年）

• 大昌電子TC（1984年～）

• インパルスTC（1986年～2000年）

• Team HASEZAKA（1987年～1998年）

• ダブルスTC（1989年～1993年）

• ヨックモックTC（1989年～）

• 日光TC（1993年～2003年）

• JA上都賀TC（1998年～）

• 今市ジュニアTC（2002年～）

• 新規加入クラブ募集中

４．日光テニス協会歴代会長・理事長
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５．平成30年度日光テニス協会の役員・理事

役 職 名 氏 名

顧問 茂呂田 光男

会長 中川 英則

副会長 大島 正信

理事長 野中 忠明

副理事長兼
総務委員長兼
事務局

髙岸 洋充

副理事長兼
競技委員長
会計監査

岡 隆

副理事長兼
普及委員長

黒須 純一

理 事 氏 名

今市TC 宮本 俊男

古河日光TC 伊井 秀樹

大昌電子TC 岡 隆

ヨックモックTC 黒須 純一

JA上都賀TC 渡辺 治

日光Jr.TC 吉新 一郎

役 職 名 氏 名

理事・部長 中川 英則

評議員 黒須 純一

評議員 岡 隆

日光市体育協会・テニス部

栃木県テニス協会役員

役 職 名 氏 名

日光地区理事 野中 忠明

競技委員 岡 隆

競技委員 吉田 祥
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役 職 氏 名 勤 務 先

会長 安達 侑弘 安達材木店

副会長 上吉原 勉 足尾高校

副会長 大出 正輝 日光高校

理事長 茂呂田 光男 富士重工

副理事長 大島 正信 大沢郵便局

副理事長 髙岸 洋充 見龍堂病院

協会理事 吉原 一司 古河電池

理事 大島 正信 今市TC

理事 大島 洋司 古河日光TC

理事 古木 寿 (有)古木木材

理事 岡 隆 ㈱大昌電子

理事 星野 光弘 インパルス

理事 長谷坂 圭一 Team  HASEZAKA

会計監査 大島 貞夫 藤原町役場

総務委員長 茂呂田 光男 富士重工

普及委員長 大島 正信 大沢郵便局

競技委員長 髙岸 洋充 見龍堂病院

６．昭和63年度今市テニス協会の役員・理事・大会記録抜粋

今市テニス選手権（ドン杯）記録抜粋

成年男子 成年女子 壮年男子

昭和
60年
1985年

優勝 大島 洋司 岡部 アツ子 ―

準優勝 吉原 一司 大島 千里 ―

昭和
61年
1986年

優勝 佐久間 稔 三浦 由紀子 湯沢 隆男

準優勝 茂呂田 光男 岡部 アツ子 中川 英則

昭和
62年
1987年

優勝 竹内 秀夫 大森 昌子 中川 英則

準優勝 吉原 一司 岡部 アツ子 湯沢 隆男

県選手権今市予選大会記録抜粋

昭和60年 吉原 一司 福井 裕之

昭和61年 茂呂田 光男 吉原 一司

昭和62年 沼尾 桂一 髙岸 洋充

昭和63年 竹内 秀夫 沼尾 桂一

会長杯クラブ対抗大会記録抜粋

年 度 優 勝 準 優 勝

昭和60年 古河日光TC-A 今市TC

昭和61年 今市TC 古河日光TC-A

昭和62年 今市TC 古河日光TC-A
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７．平成30年度日光テニス協会＆日光市体育協会テニス部の大会等

№ 大 会 ・ 行 事 名 種 目 開催日

1 第４１回 日光テニス選手権 男子・女子シングルス
女子ダブルス

４月２９日

2 第30回 日光市民ミックスダブルステニス大会 ミックスダブルステニス ６月１０日

3 第39回 日光テニス協会 会長杯クラブ対抗大会 男子S-1 男子W-2 女子S-1

MW-1 ５ポイント 団体戦
８月５日

4 第28回 日光テニス選手権 男子・女子ダブルス ８月１９日

5 テニスの日 レッスン・的当てゲーム等 ９月２３日

6 第１３回 日光市民テニス大会 男子・女子シングルス
女子ダブルス

１０月１４日

7 第２１回 日光テニス協会理事長杯 男子・女子ダブルス １１月１１日

8 テニス体験（Play ＆ Stay) 小学生 無料テニス教室 ３月１０日

9 春季 テニス好きレベルアップ練習会 テニス経験者
（日光市民自由参加）

指定日
７回

10 夏季 初心者・中級者テニス講習会 初心者・中級者
（１９時～２１時ナイター）

７月１２日
全８回

11 秋季 テニス好きレベルアップ練習会 テニス経験者
（日光市民自由参加）

指定日
5回

12 日光テニス協会４０周年記念テニス交流会＆式典 日光市民自由参加 １１月１７日
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８．平成28年度（ 2016年度）大会成績表

大 会 名 月 日 区分 優 勝 準 優 勝 ３ 位

第３９回
日光テニス選手権

シングルス
4/17 男子 斎藤 祐太（日光Jr.)

高久 典昭
（サンテニス）

岡 隆（大昌電子）

金子 隆行（県庁クラブ）

第２６回
日光テニス選手権

ダブルス 5/8

男子
渡辺 隆典/太田 和則

（RIZU/GTTC）
能勢 靖治/中島 隆
（宇都宮ﾕﾆﾃｨｰ）

郷田 知宏/斎藤 祐太
（今市TC/日光Ｊr）

渡邊 治/久保田尚也（ＪA上都賀）

女子
中山 晴美/渡辺 千鶴

（ﾗﾌｪｽﾀ/RIZU)
柴田 明子/石井 久枝
（大昌電子/ｳｲﾝｸﾞ）

安生眞美子/天満 嘉子
（大昌電子/ﾐｯｷｰ）

上嶋 悦子/福田 正子
（ｹﾛﾁｬﾝｽﾞ/ｳｲﾝｸﾞ）

第３７回日光テニス
協会会長杯クラブ対
抗大会（団体戦）

6/5 団体 JA上都賀 今市クラブ 古河日光/ダブルナイン

第２８回
ミックスダブルス

（上吉原杯）
7/10 MW

荻原 俊行/荻原 恵美子
（大昌電子）

斎藤 文仁/山川 宏枝
（大昌電子/ウイング）

山口 博右/杉本 妙子
（古河日光/大昌電子）

岡 隆/柴田 明子（大昌電子）

テニスの日 12/18
ｲﾍﾞﾝ
ﾄ

１０時～１７時丸山公園テニスコート ジュニア・一般・保護者 40数名参加 レッスン・的当て
ゲーム・練習試合等

第11回市民大会
男子シングルス

女子ダブルス
3/12

男子 大纏 仁
（フリー）

齋藤 祐太
（日光Jｒ.）

荒井 龍彦（フリー）

荻原 俊行（大昌電子）

女子
柴田 明子/荻原恵美子

（大昌電子）
吉原なつき/大纏 三奈

（日光Jr.)

安生眞美子/阿久津八重子
（大昌電子）

岸 幸栄/郷田明子（今市クラブ）

第２１回理事長杯
テニス大会

丸山公園テニスコートの人工芝張替工事の為に中止

テニス講習会 丸山公園テニスコートの人工芝張替工事の為に中止
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９．平成29年度（ 2017年）大会成績表

大会名 月日 区分 優 勝 準優勝 ３位

第４０回日光テニス
選手権 男女シング
ルス＆女子ダブルス

5/21

男子 金子 隆行（県庁TC) 舟橋 明生（フリー）
大柿 健一（ビックツリー）

荻原 俊行（大昌電子）

女子
岸 幸栄/郷田 明子

（今市クラブ）
柴田 明子/荻原 美恵

子（大昌電子）

安生眞美子/阿久津八重子（大昌電子）

杉本/ 池田 セツ子（大昌電子）

第２９回
ミックスダブルス

（上吉原杯）
7/2 MW

小林 透/横尾 恭栄
（KYTH)

相場 隆志/鈴木 恵子
（Teamズータンズ）

武田 慎吾/鷹嘴 博子（Teamズータンズ）

岩見 俊男/青木 香乃（ITC/RIZU)

第３８回日光テニス
協会会長杯クラブ対
抗大会（団体戦）

7/16 団体 ダブルナイン 古河日光TC Ｔｅａｍズータンズ/ヨックモック

第２７回
日光テニス選手権

ダブルス 8/20

男子
榎本 隆/相場 将紀

（ビックツリー）
湯原 正籍/大島 義宏

（サンテニス）

岡 隆/斎藤 文仁（大昌電子）

伊井 秀樹/手塚 俊輔（古河日光/県庁TC)

女子
野中 瑞姫/上野 夏美

（フリー）
中山 晴美/渡辺 千鶴

（ラフェスタ/RIZU)

唯岡 千紘/高松 和（ｺﾏﾂTC/ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｸﾞﾙ）

深町 麻紀子/山川 宏枝（ﾐｯｷｰ/ｳｲﾝｸﾞ）

第１２回
市民大会

男女シングルス
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男子 柿沼 草太
（フリー）

荻原 俊行
（大昌電子）

岡 隆（大昌電子）

高久 典昭（サンテニス）

女子
柴田 明子/荻原恵美
子 （大昌

電子）

岸 幸栄/郷田明子
（今市クラブ）

安生眞美子/池田 セツ子（大昌電子）

福田とも子/庭野なるみ（大昌電子）

第２０回
理事長杯テニス大会
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男子 渡邊 隆典/福島 大輔
（RIZU/フリー）

金子 隆行/吉川 典男
（KYTY)

岡 隆/斎藤 文仁（大昌電子）

小嶋 裕一/半田 守可（RIZU)

女子
中山 晴美/渡辺 千鶴

（ラフェスタ/RIZU)

野中 瑞姫/吉新なつき
（フリー/日光ｼﾞｭﾆｱ）

吉新はづき/小野田 采佳（日光ジュニア）

岸 幸栄/郷田 明子（今市クラブ）
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開会式

１０．平成30年度 各種大会の写真
会長杯クラブ対抗戦

日光ｼﾞｭﾆｱＴＣ 今市ＴＣ

TeamｽﾞｰﾀﾝｽﾞJA上都賀TC

大昌電子ＴＣ-A

古河日光ＴＣ

TCサーズ

大昌電子ＴＣ-B
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１０．平成30年度 各種大会の写真

第４１回 日光テニス選手権 ４月２９日

第３０回日光市民MWテニス大会 ６月１０日 第２８回 日光テニス選手権 ダブルス 8月29日
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１１．思い出の写真（昭和63年飛翔1号掲載）①

大昌電子TC（大昌ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ）1988年

古河日光TC（片品合宿）

Team HASEZAKA（JTCｲﾝﾄﾞｱｺｰﾄ）1988年

今市ｸﾗﾌﾞTC（丸山ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ）1988年
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１１．思い出の写真（昭和63年飛翔1号掲載）②

インパルスTC（今市市役所）
今市TC（丸山ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ）

ALTA（足尾）1988年今市TC（丸山ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ）
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１１．思い出の写真③

古河日光TC（所野ｸﾚｰｺｰﾄ）

上吉原杯MW（丸山ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ）1991/11/17

上吉原杯MWテニス大会

スタート当初は集まった人達が抽選
でペアを決めて戦い全員のジャンケ
ンにより８点の上吉原先生自作の版
画が贈呈されました。その後勝負に
拘る大会へと発展し30回を迎えまし
た。

上吉原先生ありがとうございました。

古河日光TC

昭和56年（1981年）頃、古河日光TC全盛
時には部員が40名以上、毎年お盆には合

宿（１又は２泊）、冬はスキーと温泉（１泊）
と非常に活発でした。

栃木県国体選手大島洋司氏輩出
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１１．思い出の写真（今市テニス協会の仲間 昭和５３年）④

18



１１．思い出の写真（テニスの日 平成１３年）⑤
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日光テニス協会４０周年記念誌作成にあたりご協力下さいました
皆様に感謝申し上げます。「継続は力なり」と言う諺がありますが、
中々続けることが難しいものです。その中で４０周年を迎えられたこと
は携わった諸先輩、そして日光市体育協会、日光市公共施設管理振
興公社、現在も頑張っている選手、役員、理事の皆さんのご協力があ
りましたことが大きな力でした。
まことにありがとうございました。
皆様の益々のご健勝とご発展を祈念申し上げます。
これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

日光テニス協会 会長 中川英則 理事長 野中忠明
顧問 茂呂田光男 総務 髙岸洋充

※写真が鮮明でないもの及びお名前記入ミス等ございましたらご容赦下さい。
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１２．編集後記


