
*はヘッド ＊ H03 平野 剛

H04 神吉 創二

*  S54 渡辺 卓平 *  S58 安藤 宏 *  S59 青木 隆雄

 S57 近藤 勇樹 就職活動  S46 田中 真介  S54 渡辺 卓平

*  S59 青木 隆雄  S57 高橋 正子

会費徴収  S56 南 美樹  H09 井上 倫次

*  S54 渡辺 卓平  S58 大倉 健志  H10 堀尾 大悟

 S57 近藤 勇樹  H11 宮本 和磨

 H14 田代 剛大

行事企画運営 *  S54 渡辺 卓平 *  S58 安藤 宏

*  S54 渡辺 卓平  S57 近藤 勇樹  S46 田中 真介

 S57 近藤 勇樹  H14 田代 剛大  S57 高橋 正子

 H09 井上 倫次

ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ 現役会計

*  S42 手島 智佳子 ホームページ  H10 堀尾 大悟

 S47 穴澤 彰一  H09 坂井 利彰  H11 宮本 和磨

*  S57 近藤 勇樹  H09 坂井 利彰(監督)  H09 坂井 利彰 

 S39 廣田 元  H20 原 荘太郎 （助監督）

 H20 原 荘太郎 一貫教育校コーチング

大学男子  H09 坂井 利彰

*  H20 原 荘太郎 

*  S57 近藤 勇樹  H25 渡邉 泰行 塾高 普通部

 S56 南 美樹  H25 加藤 大地 *  H19 松永 浩気  S61 高橋 久忠

 S61 山室 康吏  H26 志賀 正人

 H03 田村 太郎  H28 谷本 真人 志木高 中等部男子

 H06 八田 学  H30 上杉 海斗  H10 新井 崇志  S55 西澤 応人

 H08 松川 隆  R03 川島 颯  H6 村上 謙

 H08 三島 雄一 女子高  H6 森川 貴彦

 H08 渡邊 貴史 大学女子 *  S60 大西 有隆  H6 藤原 敬大

 H10 杉本 良平 *  H20 原 荘太郎  H08 片岡 理恵子 中等部女子

 H14 石崎 淳一  H25 渡邉 泰行  S55 西澤 応人

 H16 小島 一敏  H26 志賀 正人 湘南藤沢高男子  H06 村上 謙

 H17 濱村 文久  H28 池田 玲 H03 平野 剛  H07 藤原 敬大

 H20 大野 哲弥  H28 西本 恵

 Ｈ27 長神 篤史  R03 川島 颯 湘南藤沢高女子 湘南藤沢中男子

勧誘活動チーム *  S42 戸田 紗己  H05 山田 正樹

*  S57 近藤 勇樹  S51 布目 春野

 S42 手島 智佳子 湘南藤沢中女子

 S55 熊本 昌宏 *  S42 戸田 紗己

北海道： S39 芳川 雅勝  S51 布目 春野

東北　： S39 村井 達 ・ H08 佐藤 慶

関東　： S48 石原 徳昭    ・ S53 佐伯 康子 幼稚舎

S57 高橋 正子 ・ H03 平野 剛 *  H04 神吉 創二 

東海　： H6 伊藤 洋二  H19 松永 浩気 

関西　： S39 谷村 繁典 ・ H05 柴谷 恭慶

中四　： H12 天野 陽之介 ・ H12 高田 義久 初等部

九州　： S39 井上 廉太郎 ・ S45 中牟田 健一

*

年度幹事会

会報･名簿･部報･記録 計画･予実算管理

リクルート委員会

三田会運営

    東海地区担当: H6 伊藤 洋二   関西地区担当: H5 柴谷 恭慶

庭球三田会事務局組織図

会長 　S43 栗岡 威 

＊ S60 内田 慶子  S61 山室 康吏事務局

常任幹事会

出願サポートチーム

 副会長　S39 谷村 繁典 

奨学金委員会 H02 廣田 純子

各代年度幹事

幹事長　S58 大倉 健志

現役強化

財務委員会総務・広報・情報委員会

S46 白石 剛久

S57 太田 充生

監事

 副会長　S37 伊藤 良一 

コーチング委員会 保守・営繕委員会


