
表彰者一覧

年度 日連優良団体

H20 武川　征一郎（県連・比企） 森田　倫子（さいたま） 東山クラブ 村上　久仁子（レディース）

H19 大野　明（県連・川越） 井上　良江（上尾） 浦和フレンドリークラブ 川原　道雄（坂戸）

H18 高山　公夫（県連・秩父） 沖田　豊作（県連・川口） 熊谷あすなろクラブ 小俣　三男（朝霞）

H17 桜井　智明（県連・川口） 田中　輝彦（県連・さいたま） 狭山市ソフトテニス連盟 大野　明（川越）

H16 矢島　宏行（県連・比企） 権田　富久（県連・さいたま） 秩父ソフトテニス連盟 北　正三（行田）

H15 菊地　常弘（県連・所沢） 高橋　陞平（小学） 浦和ファミリークラブ 川崎　嘉之（さいたま）

H14 斎藤　親男（県連・狭山） 多田　広光（蕨） 大宮公園スピンクラブ 松本　寛（川越）

H13 北　正三（県連・行田） 野村　勝（比企） 熊谷KGMクラブ 田中　輝彦（大宮）

H12 松本　寛（県連・川越） 吉田　和夫（熊谷） 大宮天沼ファミリークラブ 五反田　強（浦和）

H11 村上　進（県連・高体） 岸　秀昭（上尾） 芝SCジュニアクラブ 草間　喜代子（小学）

H10 村上　久仁子（県連・OG） 川崎　嘉之（大宮） 上尾市ソフトテニス連盟 加藤　孝子（OG）

H9 大沢　昇（県連・蕨） 横須賀　徳三（行田） 熊谷NYクラブ 渋澤　良治（熊谷）

H8 川野辺　武（県連・幸手） 市川　正（深谷） 大宮市ソフトテニス連盟 松本　富男（熊谷）

H7 五反田　強（県連・浦和） 荻野　和雄（県連・飯能） 東京電力㈱埼玉支店 伊藤　尚夫（浦和）

H6 川村　英子（県連・婦人） 柴山　市郎（秩父） 入間若葉会 成田　美和子（婦人）

H5 田中　啓彦（県連・　　） 加藤　孝子（婦人） カワサキラケット販売㈱ 保倉　謙治（熊谷）

H4 長谷川　勝彦（県連・越谷） 渋澤　良治（県連・熊谷） むつみクラブ 望月　幹夫（新座）

H3 松本　富男 加藤　好夫 越谷軟式庭球連盟 井下　洪平 益城　芳子

H2 富田　一夫 伊藤　尚夫 熊谷ホリデークラブ 権田　富久

H1 草間　喜代子 山室　芳夫 秩父市軟式庭球連盟 佐藤　章

S63 高林　文次郎 八木　輔一 浦和軟式テニスクラブ 富田　一夫 長谷川　勝彦 多田　広光 千葉　博

S62 保倉　謙治 成田　美和子 新座市軟式庭球連盟 石田　太一

S61 望月　幹夫 柴崎　充朗 東松山レディースクラブ 渡辺　乃生光

S60 井下　洪平 近藤　道也 狭山市軟式庭球連盟 長野　順一

S59 佐藤　章 近藤　剛正 日清紡績㈱川越工場 田中　美明

S58 田中　美明 脇田　信 川口クラブ 古井　英一

S57 田島　正夫 辻　博方 国鉄大宮工場 田島　正夫

S56 吉田　隆次 渡辺　乃生光 川口婦人テニスクラブ 脇田　信

S55 長野　順一 園　平治 所沢軟式テニスクラブ 辻　博方

S54 古井　英一 山岸　陽造 熊谷ひまわりクラブ 中島　清

S53 小泉　吉之助 西塔　克美 川越市役所 吉田　隆次

S52 岩佐　正治 大久原　英作 浦和あづまクラブ 近藤　道也 肥沼　一郎

S51 衣川　幸一 中島　清 川口市勤労者クラブ 山岸　陽造 朝日　稔

日連支部功労者 県体育賞



表彰者一覧

年度 日連優良団体日連支部功労者 県体育賞

S50 名古屋　昌晴 栗田　秀夫 日本信号㈱ 西塔　克美 星山　春雄

S49 布施　藤吉 小池　善吉 埼玉北葛軟式庭球連盟 川田　豊

S48 吉田　欣治 田中　利夫 浦和軟式庭球連盟 高林　文次郎

S47 星山　春雄 三関　芳次郎 ポンポンクラブ 長谷部　信一 布施　藤吉

S46 島田　三千広 川越市軟式庭球連盟 杉田　保三

S45 長谷部　信一 蓮見　治助 肥沼　一郎 秩父セメント㈱ 藤井　直山

S44 日向　茂重郎 藤井　直山 熊谷軟式庭球連盟 栗原　品一

S43 影山　増夫 埼玉庭球百才会 日向　茂重郎 大倉　茂長

S42 朝日　稔 杉浦　要次 東松山市役所庭球部 大久原　英作

S41 秡川　一男 川口市役所庭球部 伊沢　仁太郎

S40 重富　研三 瀬川　泰次郎 鈴木　鐸 東松山庭球クラブ 熊井　義太郎

S39 吉田　司馬之助 平塚　美治 川口市軟式庭球連盟 笹田　泰治

S38 梶田　進 石田　太一 小川庭球協会 正木　慶治

S37 小沢　洋太郎 日本ビール川口工場 蓮見　治助 瀬川　泰次郎

S36 笹田　泰治 栗原　品一 杉田　保三 ヂーゼル機器㈱ 渋谷　五郎 秡川　一男

S35 金子　憲雄 市川　勝 町田　路加 市川　勝

S34 福島　弘 加部　史人 丸目　美良 佐藤　幹夫

S33 市川　十郎 佐藤　幹夫 福島　弘

S32 野口　三省 荒井　貞吉 荒井　貞吉

S31 加部　史人

S30 小沢　洋太郎 椎野　正邦

S29 鈴木　鐸

S28 松永　東 宮下　栄作 小池　善吉 村上　啓次

S27 森田　恭之助

S26 近藤　鉄城 石黒　覚治

S25 市川　十郎

S24 松永　東 宮下　栄作



表彰者一覧

年度

H20 大沢　幹則（さいたま） 坂本　味佐子（さいたま） 水野　芳晴（熊谷） 沖田　豊作（川口） 若宮　従子（所沢） 野口　泰一郎（上尾） 中村　康雄（草加） 田中　照雄（栗橋） 大越　正美（杉戸） 野中　ゆみ子（レディース）

H19 荻久保　博（さいたま） 小杉　隆夫（川越） 吉沢　清志（熊谷） 飛田　一三（川口） 村山　秀雄（所沢） 篠原　髙道（狭山） 渋沢　朝雄（深谷） 三沢　誠（上尾） 山下　宏夫（坂戸） 小林　茂雄（栗橋） 大塚　国夫（杉戸）

H18 小室　智久平（さいたま） 亀村　賢治（熊谷） 渡部　孝子（川口） 間庭　経之（行田） 桜井　善雄（秩父） 堀口　克己（狭山） 関根　京子（上尾） 戸塚　政孝（桶川） 田中　孝二（栗橋）

H17 坂本　進（さいたま） 山岡　時夫（熊谷） 小川　武士（川口） 大野　喜明（秩父） 北田　賢司（所沢） 秋山　仁次（比企） 小林　政男（上尾） 後藤　守男（坂戸） 朝倉　文人（高体） 杉田　好範（中体）

H16 山口　静子（さいたま） 福島　正夫（熊谷） 須永　悦子（川口） 関　清（行田） 鈴木　清之（秩父） 堀井　弘子（所沢） 武川　征一郎（比企） 長谷部　潤（比企） 浜野　隆志（岩槻） 井上　トシ（上尾） 小島　利勝（草加） 川原　道雄（坂戸） 山岸　泰明（栗橋）

H15 昼間　辰一（さいたま） 金尾　洋（川越） 大塚　一雄（熊谷） 岸本　正美（川口） 本多　賢二（行田） 下田　宏（所沢） 古宮　芳彦（岩槻） 浦部　幸夫（上尾）

H14 長尾　清子（さいたま浦和） 内原　繁（さいたま浦和） 関根　繁雄（熊谷） 黒田　俊郎（川口） 加藤　寛子（所沢） 柏木　鈴子（上尾） 原　司朗（坂戸）

H13 大野　明（川越） 馬場　次雄（熊谷） 長谷川　忠男（川口） 押岡　農子（浦和） 白根　廣行（大宮） 大西　武士（行田） 下田　紀子（所沢） 田中　秀美（岩槻） 辻　弘（上尾） 佐野　寛（坂戸）

H12 安藤　勤二（熊谷） 岸　義昭（川口） 柿沼　肇（行田） 浅見　貢（秩父）

H11 田中　覚（熊谷） 飯野　透（川口） 山崎　璋而（行田） 山田　昭典（秩父） 行方　茂（所沢） 森田　勝利（岩槻） 青柳　茂（上尾） 高田　仲治（朝霞）

H10 木村　喜一（熊谷） 駒崎　兼義（川口） 三谷　克己（浦和） 坂野　一己（行田） 高野　貞夫（秩父） 荒居　正太郎（岩槻） 池沢　基之（岩槻） 松井　毅（栗橋）

H9 田辺　正男（熊谷） 立川　紀久代（川口） 伊藤　錦子（狭山） 阿久津　義隆（戸田） 安田　茂（幸手） 中村　光男（栗橋） 大塚　隆（高体）

H8 倉上　朋夫（熊谷） 秋山　良知（川口） 林　美己（浦和） 寺林　義夫（秩父） 井上　良江（上尾） 石黒　勇（栗橋） 菅野　正人（杉戸）

H7 ６０周年記念表彰に含む

H6 大和田　義克（熊谷） 草間　喜代子（川口） 大竹　敦之（浦和） 井上　良江（上尾）

H5 吉田　和夫（熊谷） 白井　安雄（川口） 三谷　克巳（浦和） 北　正三（行田） 村上　進（高体） 斉藤　修（高体） 大久保　雅（高体） 大越　正美（小学）

H4 石倉　敏光（川越） 野池　紀雄（熊谷） 倉島　たつ子（川口） 新井　利生（川口） 植山　正子（浦和） 鈴木　重臣（蕨） 望月　幹夫（新座） 下里　義行（中体）

※　平成５年度までは、全国大会上位入賞団体監督も県連功労賞で表彰

県連支部功労賞



杉田　保三（県連・顧問） 西塔　克美（県連・顧問） 中島　清（県連・顧問） 田中　美明（県連・顧問） 松本　富男（県連・会長）

吉田　隆次（県連・副会長） 渡辺　乃生光（県連・副会長） 松本　寛（県連・副会長） 成田　美和子（県連・副会長） 長野　順一（県連・監事）

井下　洪平（県連・理事長） 渋澤　良治（県連・副理事長） 五反田　強（県連・幹事長） 小俣　三男（県連・競技委員長） 田中　輝彦（県連・広報委員長）

大野　明（県連・審判委員長） 村上　久仁子（県連・普及委員長） 長谷川　勝彦（県連・技術等級委員長） 桜井　智明（県連・強化委員長） 望月　幹夫（県連・国体準備委員長）

草間　喜代子（県連・理事） 加藤　孝子（県連・理事）

土井　弘（芝SCジュニア） 森田　正（杉の子テニス） 寺尾　正信（杉戸ジュニア） 立川　賢（飯能スポ尐） 柳澤　秀雄（桶川尐年団）

市川　正（深谷スキャリオン） 庄山　勝義（蓮田ジュニア） 福島　正夫（熊谷ジュニア） 鈴木　茂（坂戸ジュニア） 大嶋　登志江（岩槻ジュニア）

杉田　保三（杉の子テニス） 高橋　陞平（わかくさジュニア） 大塚　国夫（杉戸ジュニア） 荻野　和夫（飯能スポ尐） 横溝　博文（芝ＳＣジュニア）

鈴木　啓之（深谷スキャリオン） 佐藤　浩康（芝SCジュニア） 草間　喜代子（青木ジュニア） 田中　秀美（岩槻スポ尐） 大越　正美（杉戸ジュニア）

平成１６年度　日連８０周年表彰

平成１４年度　日連小学生指導者特別表彰

平成８年度　日連小学生指導者特別表彰



（※　アイウエオ順）

秋本　一行 秋山　滋雄 朝日　稔 荒井　清 新井　将一郎

荒居　正太郎 荒井　貞吉 飯野　透 池沢　基之 池田　康久

池端　幸夫 石井　正雄 石川　恵央 石沢　正朗 石田　太一

市川　正 伊藤　尚夫 井上　清之 井下　洪平 岩崎　寛

岩島　典雄 上野　猛 大久保　雅 大沢　昇 大塚　昭

岡部　一陽彦 荻島　輝男 荻野　和雄 荻原　延次 小澤　孝光

小澤　洋太郎 越智　光枝 梶川　明 加藤　孝子 加藤　芳夫

亀村　賢治 川口　勝美 川﨑　嘉之 河嶌　正康 川野辺　武

河辺　和男 菊地　常弘 木島　永治 岸本　正美 北　正三

衣川　幸一 木村　真敏 木元　貞子 木本　常子 草間　喜代子

倉田　基康 栗田　秀夫 黒沢　義男 肥沼　一郎 小杉　誠

小林　重雄 小林　文子 駒崎　兼義 五反田　強 権田　富久

齋藤　修 斎藤　薫 西塔　克美 齋藤　文男 齊藤　幹夫

齊藤　満徳 桜井　智明 佐々木　勝昭 佐藤　章 佐俣　敏夫

品川　正美 柴崎　充朗 柴山　市郎 渋沢　良治 白井　安雄

菅井　雅雄 杉田　保三 杉田　靖寿 杉田　好範 鈴木　清之

鈴木　啓之 瀬川　泰次郎 高橋　幸二 高浜　望 高林　文次郎

高山　公夫 武川　征一郎 武田　芳泰 田島　正夫 田中　輝彦

田中　啓彦 谷沢　茂夫 津久井　精治 辻　博方 飛田　一三

富田　一夫 中島　辰雄 中島　清 中野　冨美 中村　紀雄

仲山　忠彦 長野　順一 成田　美和子 西村　俊正 野村　勝

白田　英雄 長谷川　勝彦 長谷部　信一 浜野　隆志 秡川　一男

姫野　好道 平野　俊司 藤野　義三 布施　藤吉 古井　英一

辺見　貴男 保倉　謙治 星山　春雄 堀口　克己 松下　進

松本　富男 松本　寛 丸岡　章二 三友　清史 三宅　宗治

村上　久仁子 村上　進 村越　正朗 村田　藤男 望月　幹夫

茂木　金作 森田　倫子 八木　輔一 山内　昭一 山岸　秀夫

山岸　陽造 湯井　夕子 横須賀　徳三 吉田　和夫 吉田　隆次

脇田　信 渡辺　乃生光

平成７年度　県連創立６０周年記念表彰


