
日本女子テニス連盟　大阪府支部

テニス愛好者の女性を対象に会員を募集しています。ご希望の方は下記の要領にてご登録下さい。

１．ク ラ ブ登録 所属クラブの代表者に会費と登録用紙（各自記入）を渡して登録

２．サークル登録 所属サークルの代表者に会費と登録用紙（各自記入）を渡して登録

※ 新規ｻｰｸﾙを登録する場合、１０名以上必要

３．所属のクラブ・サークルに代表者がいない場合、またクラブ・サークルに所属していない場合
お知り合いの代表者を通じてクラブ・サークル登録（そのクラブ・サークルに所属していなくてもOK）

４．個 人 登 録 会員窓口で登録用紙を取り寄せ、自分で登録(手数料負担)

　　　　　　※個人登録は何かと経費がかかるため年会費が高くなっております。3.での登録にご協力お願いします。

【会　　　 　　費】 2018年1月1日～2018年12月31日まで有効

入会金  500円 (新規、前年度登録なしは、再入会となり必要。毎年更新者不要)

年会費　クラブ・サークル登録 1,000円 　 個人登録 1,500円

　        　①更新→年会費　 ②新規入会→入会金＋年会費 　③再入会→入会金＋年会費

【登録受付期間】 2017年12月1日～2018年3月31日　代表者へ手続き（できるだけ、この期間に登録して下さい) 

4月１日～随時　各自手続き（会員窓口に連絡。手数料負担。ｸﾗﾌﾞ･ｻｰｸﾙ登録の場合は、

　　　　　氏名・住所・℡・生年月日を各自が代表者に報告する）

クラブ代表者 窓口クラブ・サークル代表者一覧表 2018.3現在

クラブ・サークル名          クラブ・サークル名          代表者氏名 クラブ・サークル名        代表者氏名

1 相川テニスプラザ 河野 幸礼 16 ＭＴＰ北村 豊田 寿美子 31 ｔｅｎｎｉｓ ｅｇｇ くずは 近藤 倫代

2 江坂テニスセンター 斉藤 理恵 17 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ深江橋 加来 章子 32 レインボーＴＳ彩都 吉田 創

3 河内庭球倶楽部 野村 祐子 18 ｽﾎﾟｰﾂｽｸｴｱｽﾀｰｻｯﾌﾟ 布施田 圭樹 33 Ｔｅｎｎｉｓ Ｄｏ！ 牧野 弘江

4 クリスタル 長谷川 眞由美 19 ＨＯＳ小阪 森岡 千歩 34 ＭＳ鶴見緑地Ｍ.Ｔ.Ｓ 金沢 真一

5 香里グリーン 岩野　翔 20 アイテニスクラブ 大渕 真希 35 テニスガーデン高槻 西村 昭彦

6 コスパ神崎川 長沼 光世 21 ＴＥＡＭ ＳＴＵＦＦ 廣江 朋也 36 ルーセントＴＣ枚方 福田 勝志

7 コスパ御殿山 新谷 清美 22 Ａ・ＣＵＢＥ 鈴木 久美 37 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ北千里 上原 正樹

8 さつき野 上田 克己 23 豊中テニスクラブ 古家 俊和 38 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙＴＳ河内長野 松下 智彦

9 アズテニス 中濱 愛子 24 中百舌鳥ローン 杉本 美英 39 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ久宝寺 池田 美沙

10 テニスプラザＹＡＯ 野尻 むつ子 25 ニッコースポーツ 仁木 圭子 40 コナミＳＣ光明池 津田 祐一郎

11 徳秀苑庭球倶楽部 岸本 満子 26 美原の森テニスガーデン 安藤 博澄 41 ＨＯＳ花園スタジアム 梶山 淳平

12 豊中ローン 伊達 めぐみ 27 ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽﾜｰﾙﾄﾞ石切 尾方 弘樹 42 服部緑地ミズノＴＳ 阿部 寛令

13 万博ＴＧ１　ア～ソ 森重　尚子 28 コナミスポーツクラブ江坂 笠松 孝行 43 四條畷市テニス連盟 竹内 貴之

14 万博ＴＧ２　タ～ワ 北清水 奈穂子 29 くにじま 岡本 高弘 44 ﾍﾞﾙ・ﾘｰｶﾞﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 鈴木 隆夫

15 星田 山内 真弓 30 ｻﾞﾊﾞｽＳＣﾃﾞﾙﾀｲﾝﾄﾞｱＴＳ 菅野 正幸 45 ｶﾗﾊﾞｯｼｭﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 坂口 知央

　* 万博は50音順で分かれています

サークル代表者
51 Ｈｏｐ'ｓ ＴＡ 尾藤 由美子 68 チーム ヴァンキッシュ 永岡 純子 85 火の鳥 山本 もとよ

52 ウィズ 宮永 則子 69 ファジー 山﨑 喜子 86 ＰＬＡＮＥＴ 小林 千秋

53 ＩＴＣうつぼ 高木 孝子 70 藤井寺市 春日 美祐喜 87 Ｔ.Ｒ-３ 吉岡 江利子

54 エアル 出野 芳江 71 箕面市 松本 和代 88 Ｊ-ｔｈｒｅｅ 中谷 弥穂

55 カーネーション 堀切 敏子 72 ＵＳＫ 吉村 嘉津美 89 エミーズ 田中 恵美子

56 熊取町 吉田 和子 73 カクテル企画 石井 美智代 90 まっぽん 谷井 舞

57 コスモス１ 中尾 万晶子 74 大阪天王寺ＴＣ 木村 啓子 91 スノードロップ 大仲 須美

58 コスモス２ 土屋 真知子 75 ハッピーローズ 蒲原 由美子 92 Ｄｏ-Ｐｌａｎｎｉｎｇ ＣＬＵＢ 坂田 妙子

59 ３ＳＣ 中村 園子 76 鶴見緑地 山本 厚子 93 Ｍ'ｓ１３ 今井 みつ子

60 スーパーヴィッテ 佐竹 栄子 77 ｉｍｕ 石橋 規子 94 サザンアーク 築地 深雪

61 ＺＥＲＯ 田渕 光代 78 隼 浦西 敬子 95 ＷＡＩＷＡＩ 堀川 和美

62 Ｔインターネットワーク 上坂 和義 79 Ｔ.ファミリー 髙﨑 京子 96 ピオーネ 西尾 優子

63 ＴＴオレンジ 小松 純子 80 ノース・リバー 靍井 直美 97 Ｐｒａｔｉｃｏ 川口 知子

64 Ｔ.ＮＥＴ 隅蔵 宜子 81 大阪ロイヤル 髙橋 伶子 98 一心 杉本 美弥子

65 Ｔｅａｍ Ｗｅａｋ Ｅｎｄ 浅野 康子 82 ＴＳＨ 田野 純子 99 審判部 松本 峰子

66 鉄人２１号 谷口 正子 83 はっさく 清水 由以子

67 ハロースポーツ 忠田 淑子 84 ラビット 坪井 貴美子

代表者氏名

☆　☆　会員登録方法　2018　☆　☆

         【問い合わせ先】　　会員窓口：靍
つる

井
い

 直美 TEL/FAX 072-738-5052


