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平成 26 年度定期総会資料                              上尾市テニス協会 
日  時  平成 26 年 3 月 2 日(日）  ＰＭ６：３０～ 
場  所  上尾市コミュニティセンター 第二集会室  出席者 55,33/57 団体 

「テニス協会規約から抜粋」 

・上尾市テニス協会規約第１２条により総会を開催 

・総会の表決は規約第 15 条により出席者の過半数により決定 
議  題   一号議案  平成 25 年度事業報告及び決算報告 

二号議案  平成 26 年度事業計画及び予算 
三号議案  その他（協力ｸﾗﾌﾞ選出、大会申し込みのﾒｰﾙ活用） 

一号議案；平成 25 年度事業報告（１～１９）（安藤理事長） 
１．25 年度定期総会(3/3)上尾市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ  出席 60 名、35 団体(登録総数 59 団体） 

① 平成 24 年度事業報告及び決算報告・・・・承認 
② 平成 25・26 年度役員改選・・・・・承認 
③ 平成 25 年度事業計画及び予算・・・・承認 
④ その他 (＊ＨＰ活用、＊協力ｸﾗﾌﾞ)  

２．平成 25 年度県ｼﾝｸﾞﾙ選考会（3/9,10,16） 
   参加者；男子 60 名 ①相原、②鎌塚、③田中、④久保西、⑤松田 

 女子 12 名 ①伊沢、②内河、③新井、④長竹、⑤安藤、⑥畠山 
県春季大会推薦（ｶｯｺ内は県大会の成績） 

   男子 S；田中(1R)相原（1R）女子 S；伊沢(2R)新井(2R） 
   県秋季大会推薦 
   男子 S；久保西（3R）鎌塚(3R)女子 S；内河（本 2R) 畠山(F）  
３．第 77 回大会（3/20,23） 

参加数   男子Ａ26 組      男子Ｂ45 組          男子Ｃ40 組 

優勝  大隅・金森(tennis babo) 岡崎・柴田（ｽﾃｯﾋﾟｰ）  富田・柴崎（JUTC） 

準優勝 生藤・佐光（ﾀﾀﾞﾉ)    佐藤・山口（ﾁｰﾑ・ﾋﾞﾀｰ）  生川・兼子（ﾗﾌﾞｵｰﾙ） 
参加数    女子Ａ20 組             女子Ｂ72 組 

優勝   荒井・川崎（大阪屋・ﾊﾟﾜｰｽﾞ）  井澤・葉山（smoke） 
準優勝  生藤・加賀美（ﾀﾀﾞﾉ）       江田・大友（smoke） 

          男子              女子 
県春季大会推薦  内山・藤田(WO)        生藤・加賀美(2R) 
         生藤・佐光（3R）       中村・小林(2R) 
         畠山・横田（1R）       春日・平田(2R） 
県秋季大会推薦  金森・大隅(本 1R）               荒井・川崎(F) 
         岩崎・前田（1R）        新島・秋山(2Ｒ) 
         矢代・赤井（3R）       市原・西川（2R） 
４．第 7 回年齢別シングル大会(4/20,28)  

参加数  男子 35 才未満 30 名  男子 35 才以上 42 名   男子 45 才以上 37 名 
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優勝    大隅(tennis babo）       久保西(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ）  藤村（ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾） 
準優勝     岩崎(一発屋）          福田(Call)         佐藤（ﾁｰﾑ･ﾋﾞﾀｰ） 
参加数 男子 55 才以上 25 名   女子 40 才未満 10 名 女子 40 才以上 35 名 
優勝  藤波（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ）   秋山（tennis babo）  酒井（ﾗﾌﾞｵｰﾙ） 
準優勝 石山（ｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸ）    井上（ﾒﾘﾃﾆ）     久保（一発屋） 

５．第 3 回年令別(年令制限)ﾐｯｸｽ大会（5/5）・・・・・110 歳以上 
参加数   19 組 
優勝   内田・内田（上尾ﾃﾆｽ）   準優勝 碓井・碓井（上尾ﾃﾆｽ） 

６．第 17 回新進大会(5/4） 
参加数   男子 8 組              女子 22 組 
優勝  金内・鈴木（ACTAS）         古市・山崎(RISE） 

準優勝  吉田・大釜（てにす日和）       高鹿・小池(ｽﾃｯﾋﾟｰ） 
７．第 11 回シニア大会(5/4） 

参加数    男子 12 組 
優勝   加藤・播本（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ）  準優勝 大谷・山口（上尾ﾃﾆｽ） 

８．第 37 回ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会（5/25）予選の初戦敗者の親善試合実施）とし一日で消化 
      参加数   ７８組 

優勝   斉藤・斉藤（ｴﾌｫｰﾂ・ｽﾃｯﾋﾟｰ）準優勝 石田・館島（JSA ﾆｰｹ） 
９．埼玉県夏季大会南部地区ﾄｰﾅﾒﾝﾄ（6/23～）に 20 組をエントリー 
１０．第１回「夏休み中学生テニス教室」7/27,8/3,10,24,31 
    公認ｺｰﾁ；新井良太、ｱｼｽﾀﾝﾄ；一里山尚美 
  6 月の広報で広報し受け付け、5 名の参加者  
  ＊開催時間帯、参加者募集方法の再検討が必要→→7 月最終週の午前中実施 
１１．第 30 回ｸﾗﾌﾞ対抗(8/17；男子１、２部、18；女子、男子３部) 

参加数    男子 43 チーム        女子 27 チーム 
1 部優勝  tennis babo       １位 T 優勝 上尾ｾﾝﾄﾗﾙＡ 

準優勝  プリンス A         準優勝 大阪屋星組 
３位   一発屋            3 位 タダノ 
３位   Seven colors         ３位 上尾グリーン  

１２．はじめての、初心者ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟテニス教室(8/30～)講師推薦（松本 博 松本由利子） 
１３．第７８回大会(10/12,14,19) 

参加ｼﾝｸﾞﾙｽ 男子Ａ41 名 Ｂ30 名 C54 名  女子 28 名 
   ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 男子Ａ25 組 男子Ｂ41 組 男子Ｃ32 組 
       女子Ａ28 組  女子Ｂ57 組 
シングル  男子Ａ   男子Ｂ      男子Ｃ      女子 
優勝   大隅(tennis babo) 興澤（一発屋） 小川原（ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾）内河（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ) 
準優勝  金森(tennis babo) 多鹿（一発屋） 金内（ACTAS）    酒井（ﾗﾌﾞｵｰﾙ） 
ダブルス 男子Ａ          男子Ｂ          男子Ｃ 
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優勝  小林・中村(Seven colors)  岡崎・石田(ｼﾞｮｲﾄﾏﾄ ）  下田・廣井(Drop Shot) 

準優勝 大隅・金森(tennis babo)  宮崎・高（ｼﾞｮｲﾄﾏﾄ・Drop Shot）角田・手塚（RISE） 
     女子 A              女子 B 
優勝  相澤・川崎（大阪屋・ﾊﾟﾜｰｽﾞ）    川口・伊藤（ｴﾌｫｰﾂ） 
準優勝 石井・新井（一発屋・上尾ｾﾝﾄﾗﾙ）  有澤・清水（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ） 
１４．第 53 回市民体育祭役員派遣（10 月 13 日） 
  派遣役員；山田勝彦 体育功労賞；丸 行広 
    行進参加クラブ；上尾ｾﾝﾄﾗﾙ、ペリカン、ｴﾌｫｰﾂ、かべうち、TC90、AT、アモス、 
   Seven colors てにす日和、上尾 56、ARCS、MTC、大阪屋、ﾊﾟﾜｰｽﾞ、ﾁｰﾑﾋﾏ JＩN 
   ﾍﾟｱｰｽﾞ 
１５．第 28 回埼玉県都市対抗南部地区テニス大会（11 月 4 日） 
  会場；川口市青木町公園庭球場 
  １回戦  対蕨市     ５－２  ○ 
  準決勝  対さいたま市   １－６     ● 
  第三・四代表決定戦   対戸田市  ４－３ ○ 
以上の結果南部地区第三代表として埼玉県予選会に出場 

監督；寺元 学  ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：一里山尚美 
 一般男子；今成亮介 臼井元、寺元学 一般女子；小川実香、一里山尚美、太田清子  
 ﾍﾞﾃﾗﾝ男子一部；矢代 淳 赤井昭二  ﾍﾞﾃﾗﾝ男子二部；沼里健司 前田聡 
ﾍﾞﾃﾗﾝ女子；嶋田照美、荒井里夏 

１６．シティマラソン役員派遣（11 月 17 日） 
 派遣役員；上尾 56；狩野敏幸、小川信之 かべうち；川村勝也 
１７．第 28 回埼玉県都市対抗ﾃﾆｽ大会兼県体テニス大会（全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会県予選会） 

H26 年 1 月 11 日（土） 会場；川口市青木町公園庭球場 
１回戦  対東松山市   ４－３  ○ 

  ２回戦  対狭山市    1－4   ● 
監督；寺元 学  ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：一里山尚美 

一般男子；今成亮介 臼井元、寺元 学 一般女子；荒井里夏 小川実香 太田清子 
 ﾍﾞﾃﾗﾝ男子一部；矢代 淳 赤井昭二  ﾍﾞﾃﾗﾝ男子二部；沼里健司 前田 聡 

ﾍﾞﾃﾗﾝ女子；嶋田照美 一里山尚美 
１８．その他主管大会 
  第 69 回(5 月)、70 回(10 月) ﾐｾｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 
  第 36 回 上尾・桶川・伊奈３地区大会（9/25,29） 
１９．定期理事会開催（７回） 
  3/2,4/6,5/4,8/3,9/14,12/7,2/22 
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第一号議案； 平成２５年度　会計報告
収入の部 　　　　　上尾市テニス協会

予　算 決　算 増　減 備　考

前年度繰越金 2,803,348 2,803,348 0

　助　成　金 60,000 138,265 78,265 活動活発で倍増

　登　録　料 280,000 282,900 2,900

　会　  　費 2,300,000 2,180,000 △ 120,000 大会参加者減

  雑　収　入 150,000 92,271 △ 57,729

計 5,593,348 5,496,784 △ 96,564

支出の部

予　算 決　算 増　減 備　考

コート使用料 450,000 597,120 147,120

  大会運営費 1,300,000 1,240,120 △ 59,880

  会費登録料 83,000 83,000 0 県、市協会

　通　信　費 80,000 64,190 △ 15,810

　事　務　費 200,000 194,704 △ 5,296

　会　議　費 180,000 141,161 △ 38,839

  選手派遣費 350,000 272,717 △ 77,283

　保　険　料 35,000 27,040 △ 7,960

  強  化  費 80,000 63,200 △ 16,800

　予　備　費 2,835,348 △ 2,835,348

　繰　越　金 2,813,532 △ 21,816
←予算の予備費と
の差

計 5,593,348 5,496,784 △ 96,564

上記の通り報告致します

　会　　長 前 島 　暁

　会　　計 輿石　芳江

平成２6年３月１日

帳簿領収書等　確認の結果適正と認めます

会 計 監 査 山 田 勝 彦

川 村 勝 也  
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平成26年度行事予定及び担当

主務 副

3 2 (日） 総会（ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）

8 (土） 県ｼﾝｸﾞﾙｽ選考会 1/20 2/14

23 (日） 第79回大会男複A,B,女複A 青柳 ﾗﾌﾞｵｰﾙ 1/27 2/21

29 (土） 第79回大会男複C,女複B 春日 UDﾄﾗｯｸｽ

4 19 (土） 第8回年齢別単大会 平田 ACTAS 3/12 3/30

26 (土） 第8回年齢別単大会 米山 YCT

5 3 (土） 第12回ｼﾆｱ、第18回新進複大会 広橋 ＭＴＣ 3/12 3/30

4 (日） 第4回年齢別ﾐｯｸｽ大会 市川 プリンス

24 (土） 第38回ﾐｯｸｽ大会(初日） Ｃａｌｌ 4/10 4/29

25 (日） 第38回ﾐｯｸｽ大会(2日目）

8 9 (土） 17,23,24 第31回大会クラブ対抗 チエリー 7/14 7/29

10 (日） 第31回大会クラブ対抗 メリテニ

10 5 (日） 第80回大会(男女単） 米山,藤間 宮崎 DROP SHOT 8/20 9/9

11 (土） 第80回大会(男女複、単の一部） 上尾テニス

18 (土） 第80回大会（男女複） ＪＵＴＣ

3 7 (土） 県ｼﾝｸﾞﾙｽ選考会 1/16 2/10

22 (日） 第81回大会男複A,B,女複A 丸 Ｔ　babo 1/23 2/17

28 (土） 第81回大会男複C,女複B 市川
Seven
colors

＊大会会場は上平公園テニスコート
＊ﾐｯｸｽは土、日で実施（Best８は２日目の予定）
＊年齢別ﾐｯｸｽは50歳、ペアで110歳以上の予定
＊中学生初心者テニス教室；7/28～8/1（9時～11時）（担当；一里山）
「主管大会」 「県大会」

第71回ミセス複大会 3月 ﾍﾞﾃﾗﾝ（年齢別）大会
第37回上尾・桶川・伊奈３地区大会 5月 県春季大会（5月6月土、日)
第72回ミセス複大会 7月 県南部地区大会(6/23,29,7/5,6,12,13,26,27)

9月 県秋季大会（9月土、日、祭）
10月 ﾍﾞﾃﾗﾝ（年齢別）大会
11月 県南部地区都市対抗大会

「担当役員派遣上尾市体育行事」
県審判講習会補助役員派遣（　　　　　）
第55回市民体育祭（担当；あすなろ）
シティマラソン（担当；Smoke,上尾56）

Eiko tennis

要項発
表予定

一里山

春日,木村

担当理事

矢代

米山,星野 須賀

星野

協力クラブ

寺元

予備日

平田

平野

沼里

丸

須賀

寺元

27

10

＊今年度から全ての大会の案内はHPに掲載しエントリーもメールとします。

9月

8,14,15

29,4/*

9,15,22

申込締
切予定

30,4/5

上尾ｾﾝﾄﾗﾙ

藤間

行   事  名

25,31,6/7

19,26

10/12
11/*

月 日(曜日）

5月

5/25 

10月
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第二号議案； 平成２６年度　予算

前年度繰越金 2,813,532 コート使用料 600,000

助　成　金 120,000 増額？ 大会運営費 1,300,000 ＊１

登　録　料 280,000 会費登録料 83,000

会　  　費 2,200,000 大会参加費 通　信　費 60,000

雑　収　入 100,000 ｾｯﾄﾎﾞｰﾙ他 事　務　費 200,000

会　議　費 180,000 ＊２

派　遣　費 350,000 ＊３

保　険　料 30,000 前年度比増額

強  化  費 80,000

予　備　費 2,630,532

計 5,513,532 計 5,513,532

 ＊１ ボール賞品代、運営委員手当　他

 ＊２ 会議室使用料、理事会役員手当　他

 ＊３ 県体参加費、都市対抗参加費及び経費、市民体育祭派遣役員手当

◎ 上尾市テニス協会規約付則

役員等の手当

① 事務局費 50,000/年

② ドロー作成手当、等 5,000/回

Ｓ選考会、春季大会、年齢別Ｓ大会、新進シニアMｉｘ大会

クラブ対抗大会、秋季大会、名簿登録管理

③ 大会役員手当（都市対抗派遣選手、役員・応援を含む ２,000/日/人

④ 市体協行事派遣役員手当 ２,000/日/人

⑤ 理事会手当(出席者交通手当として） 1,000/回/人

４．行事協力クラブの決定・・・前年度以外を主に決定した

１．今年度から全ての大会はＨＰに掲載し申し込みもメールのみとなります。

（要項発表予定になりましたらＨＰを必ず確認してください）

２．協会規約21条の会計期間を2月１日～翌年の1月31日に変更する・・・・承認

３、協会規約第22条に功労と慶弔を追加する
１）協会に20年以上功労があった者に対し、理事会の決定により協会から感謝状と
功労金を贈呈する(額は３万円相当の商品券）

２）協会関係者に不幸があった場合に弔意を示す。対象、内容は会長に一任し、結
果を理事会に報告し承認を得る。

　　上尾市テニス協会

第三号議案；その他

 収   入   の   部  支  出  の  部
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v 
平成 26 年度役員名簿 
 
会 長    前島 暁   ペアーズ 
副会長    浅井忠之   ペアーズ 
理事長    安藤洋之   ペアーズ 
理 事    平野 武   プリンス 
  〃    丸 行弘   ラブオール 
  〃    寺元 学   上尾セントラル 
  〃    平田慎一   Seven Colors 
  〃    星野貴男   UD トラックス 

〃    杉江正則   上尾セントラル 
  〃    沼里健司   上尾テニス 

〃    須賀富士男  AT 
  〃    米山寛行   Call 

〃    矢代 淳   上尾セントラル 
〃    宮崎弘行   Drop Shot 

  〃    一里山尚美  上尾セントラル 
  〃    春日陽子   大阪屋 
  〃    市川しのぶ  上尾グリーン 
  〃    藤間真貴   Drop Shot 
  〃    木村晴美   上尾グリーン 

〃    広橋麻里子  ヒマ Jin 
会 計    輿石芳江   上尾テニス 
会計監査   山田勝彦   ペリカン 
  〃    川村勝也   かべうち 
顧 問    大木義夫   上尾テニス 

〃    清水康彦   上尾テニス 


