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平成 29 年度定期総会資料                              上尾市テニス協会 

日  時  平成 29 年 3 月 4 日(土）  午後６時３０分～ 

場  所  上尾市コミュニティセンター 出席者約 44 名 ,53 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 28 年度事業報告及び決算報告 

二号議案  平成 29,30 年度役員選出 

三号議案  平成 29 年度事業計画及び予算 

四号議案  その他（協力担当ｸﾗﾌﾞ選出）、 

一号議案；平成 28 年度事業報告（１～18）（安藤理事長） 

１．28 年度定期総会(3/6)上尾市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ  出席 48 名、44 団体(登録は 55 団体） 

① 平成 27 年度事業報告及び決算報告・・・・承認 

② 平成 28 年度事業計画及び予算・・承認 

③ その他 (協力担当ｸﾗﾌﾞ選出) ・・・ 

２．平成 28 年度県選考会   シングルス(3/5)  ダブルス(3/12) 

    シングルス（3/5） 

   参加者；男子 37 名 ①中橋②大隅③久保西④菅野⑤畠山⑥長竹⑦矢吹⑦岡 

 女子 4 名 ①小野田②藤間③藤村④野本 

県春季大会推薦（カッコ内は県大会の成績） 

   男子単；大隅(2R) 久保西(2R）、女子単；小野田(本 1R) 藤間(1R） 

              「三好(本２位)    中束(本 優勝) 坂本(本３位)」 

   県秋季大会推薦 

   男子単；菅野（2R）畠山(3R)、 女子単；藤村（1R) 野本(1R) 

              「中村(本 2R)    堀江(本 3R) 小野田(本 1R)」 

  ダブルス(3/12) 

   参加者；男子 16 組 ①今井・川村②金森・大隅③高橋・加藤④柳澤・細沼⑤小林・中村 

⑥伊藤・中村⑦平田・伊藤⑦高橋・佐藤 

 女子 8 組 ①興津・高山②宮坂・松野③春日・宮原④田野・飯村⑤遠山・堀込 

⑥正垣・河原⑦梶山・土本⑦藤村・藤間 

県春季大会推薦（カッコ内は県大会の成績） 

   男子複；今井・川村（本 2R）、金森・大隅(3R）、女子複；興津・高山(本 2R) 、宮坂・松野(3R） 

   「今成・松島(本優勝)、川崎・荒井(本 2R)、宮井・蛭間(本 2R)、伊沢・畠山(F)」 

   県秋季大会推薦 

   男子複；高橋・加藤（F）、柳澤・細沼(2R) 女子複；春日・宮原（3R)、田野・飯村(2R） 

             「加賀美・生藤（本 1R）、古川・小野田(本 1R)、川崎・荒井（本 1R）」 

３．第 83 回大会（3/20,26,27）(19 雨⇒26,27) 

参加数   男子Ａ21 組      男子Ｂ48 組          男子Ｃ42 組 
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優勝  菅野・畠山(一発屋)  岩崎・尾形（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ） 三島・村岡（.ACTAS） 

準優勝 長竹・小平（SevenC）  佐藤・出口（T ﾋﾞﾀｰ）  菊池・宮沢（DropShot） 

参加数    女子Ａ23 組            女子Ｂ30 組     女子 C21 組 

優勝   川崎・石井（大阪屋・一発屋)   中山・中山（ﾁｴﾘｰ） 戸崎・志藤（MTC） 

準優勝  酒井・六本木（ﾗﾌﾞｵｰﾙ・JSA ﾆｰｹ） 水野・畑（ｱｰﾊﾞﾝ）  加藤・小板橋（JSA ﾆｰｹ） 

          

４．第 33 回ｸﾗﾌﾞ対抗(4/16 女子、23 男子２部、24 男子１部) 

参加数    男子 39 チーム(1 部 16,2 部 23)   女子 25 チーム 

1 部優勝  プリンス A         １位 T 優勝 上尾ｾﾝﾄﾗﾙ A 

準優勝  Seven colors         準優勝 大阪屋・星組 

３位   上尾ｾﾝﾄﾗﾙ B         ３位 一発屋 

３位   tennis babo          ３位 ARCS  

５．第 10 回年齢別シングル大会(5/5,7) 

参加数  男子 35 才未満 16 名  男子 35 才以上 24 名   男子 45 才以上 31 名 

優勝    大隅(tennis babo）      前田(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ）   寺元 (上尾ｾﾝﾄﾗﾙ） 

準優勝     鈴木(ＣＡＬＬ）        岩崎(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ）   藤村（ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ） 

 

参加数 男子 55 才以上 18 名   男子 60 才以上 21 名  

優勝  藤波（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ）    高田（ＡＣＴＡＳ）   

準優勝 安久沢（アーバン）    渡部（上尾テニス）   

 

参加数 女子 40 才未満 6 名   女子 40 才以上 6 名 女子 50 才以上 8 名 

優勝  堀江（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ）   遠山（ＭＴＣ）   水野（アーバン） 

準優勝 小野田(上尾テニス）   岩崎（エフォーツ） 畑（アーバン） 

 

６．第 40 回ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会（5/28） 

      参加数 58 組 

優勝   中橋・中橋（大阪屋）準優勝 永島・永島（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ） 

7.埼玉県夏季大会南部テニスﾄｰﾅﾒﾝﾄ（6/12～）に 12 組をエントリー 

 今年度から開催が早まり春季県大会の結果以前のエントリー締切となった。 

8.第 4 回「夏休みｼﾞｭﾆｱｰテニス教室」8/15 ～20 9 時～11 時 

    公認ｺｰﾁ；古橋、ｱｼｽﾀﾝﾄ；田中 

  7 月の広報とＨＰで募集、18 名申込、参加者 18 名  

  

9.上平公園テニス教室（入門編）(9/20～9/27 火、金 全８回)講師推薦（松本 博 ） 

10.第 58 回市民体育祭役員派遣（10/9）・・・雨天で行進なし 

  派遣役員；荒井（ＪＳＡﾆｰｹ） 体育功労賞；該当なし 

    行進参加クラブ；ペアーズ、アモス、エフォーツ、かべうちは集合 
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11. 第 84 回大会(10/1,8,10,15) 

参加ｼﾝｸﾞﾙｽ 男子Ａ32 名 Ｂ49 名 C40 名  女子 29 名 

   ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 男子Ａ24 組 男子Ｂ31 組 男子Ｃ40 組 

       女子Ａ22 組 女子Ｂ28 組 女子Ｃ19 組 

シングル   男子Ａ        男子Ｂ      男子Ｃ      女子 

優勝   石本貴幸(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)   石川雅司（ｴﾌｫｰﾂ） 高田治之（ACTAS）堀江亜衣（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ) 

準優勝  反町圭介（一発屋)   犬木康夫（CALL)  荒井初雄（JSA ﾆｰｹ）酒井恵美（ﾗﾌﾞｵｰﾙ） 

ダブルス 男子Ａ          男子Ｂ          男子Ｃ 

優勝  新井・松延(Sven colors)   渡部・松島(UD ﾄﾗｯｸｽ）   醍醐・醍醐(ステッピー) 

準優勝 菅野・茂木（一発屋）  松崎・黒須（tennis babo）   園部・印部（ペアーズ） 

 

     女子 A          女子 B            女子Ｃ 

優勝  石井・新井（一発屋・上尾ｾﾝﾄﾗﾙ） 小松・田中（JSA ﾆｰｹ）    入江・入江（ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ） 

準優勝 高橋・市原(ARCS)      松本・橋詰（RISE・ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ)   小林・羽渕(ACTAS) 

１２．第 20 回新進大会(11/5） 

参加数   男子 3 組              女子 5 組 

優勝  薄田・薄田（大石ＴＣ）        大西・立石(M&L） 

準優勝  堀内・岬（上尾テニス）        谷口・中畝(ＲＩＳＥ） 

１３．第 14 回シニア大会(11/5） 

参加数    男子 18 組                  女子 15 組(日没の為２組優勝) 

優勝   渡部・沼里（上尾ﾃﾆｽ）   優勝 川口・志村（エフォーツ） 

 準優勝     園部・印部（ペアーズ）  優勝 春日・水野（大阪屋・アーバン） 

＊No.7～12 コートが午前中使用できず大混乱発生 

１４．第 6 回シニアﾐｯｸｽ大会（11/6） 男子 60,女子 50 歳以上 

参加数   25 組 

優勝   醍醐・柴田（ｽﾃｯﾋﾟｰ）         準優勝 関根・関根（ﾌﾟﾘﾝｽ・ﾌﾟﾘﾝｽ） 

 コンソレ優勝  安久沢・中村（ｱｰﾊﾞﾝ・上尾ｾﾝﾄﾗﾙ） 準優勝 大吉・坂田（ｱｰﾊﾞﾝ） 

１５．第 31 回埼玉県都市対抗南部地区テニス大会（11 月 3 日） 

  会場；大宮天沼テニス公園コート 

  ２回戦  対さいたま市   5－2    ○ 

  決勝戦  対川口市    2－4    ● 

 以上の結果南部地区第二代表として埼玉県予選会に出場 

監督；矢代淳 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：赤井昭二   

 一般男子；今成亮介、今井祐介 一般女子；今成 望、坂本明香、西村渚沙 

 ﾍﾞﾃﾗﾝ男子一部；寺元学、伊藤伸彦  ﾍﾞﾃﾗﾝ男子二部；赤井昭二、矢代淳 

ﾍﾞﾃﾗﾝ女子；藤井澄佳、荒井里夏 

応援団；前島、増田 

１６．シティマラソン役員派遣（11 月 20 日） 
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 派遣役員；上尾 56（内田、狩野）、かべうち（霜鳥）、マーベ会（清水、清水） 

１７．第 31 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） 

H29 年 1 月 21 日（土） 会場；白岡運動公園テニスコート 

１回戦  対三郷市   6－1  ○ 

  ２回戦  対所沢市   3－4  ●   

   昨年同様に西部地区の№２の壁が突破できませんでした 

監督；矢代淳 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：赤井昭二   

 一般男子；今成亮介、今井祐介、 一般女子；今成望、坂本明香、西村渚沙 

 ﾍﾞﾃﾗﾝ男子一部；寺元学、伊藤伸彦  ﾍﾞﾃﾗﾝ男子二部；赤井昭二、矢代淳 

ﾍﾞﾃﾗﾝ女子；藤井澄佳、荒井里夏 

応援団；坂本、西村、桑原、小林、坂井、輿石、春日、安藤、前島他 

１８．定期理事会開催（8 回） 

  3/5,4/2,4/16,5/7,9/17,10/15,12/10,2/18 

 



第一号議案； 平成２８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 2,705,425 2,705,425 0

　助　成　金 130,000 146,000 16,000 市体育協会

　登　録　料 250,000 253,000 3,000

　会　  　費 2,000,000 1,932,000 △ 68,000 大会参加費

  雑　収　入 90,000 95,182 5,182 ｾｯﾄﾎﾞｰﾙ等

計 5,175,425 5,131,607 △ 43,818

支出の部

予　算 決　算 増　減 備　考

コート使用料 600,000 562,000 △ 38,000

  大会運営費 1,200,000 1,062,552 △ 137,448

  会費登録料 63,000 63,000 0

　通　信　費 30,000 17,042 △ 12,958

　事　務　費 150,000 179,738 29,738
ｽｺｱｰ表示板等
の備品を含む

　会　議　費 190,000 154,156 △ 35,844

  選手派遣費 300,000 248,354 △ 51,646

　保　険　料 30,000 25,000 △ 5,000

  強  化  費 100,000 80,400 △ 19,600

　予　備　費 2,512,425 12,960 △ 2,499,465

　繰　越　金 2,726,405 213,980
←予算の予備
費との差

計 5,175,425 5,131,607 △ 43,818

上記の通り報告致します
　会　　長 前 島 　暁

　会　　計 輿石　芳江

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

平成29年3月1日



第二号議案

第三号議案

平成２９年度行事予定及び担当　　（計画です）

主務 副

4 土

5 日 12,18 寺元 矢代 上尾ｾﾝﾄﾗﾙ

11 土 12,18 矢代 寺元 上尾ｾﾝﾄﾗﾙ

19 日 26,4/1 男子複Ａ，Ｂ，女子複Ａ 沼里 エフォーツ

25 土 26,4/1 男子複Ｃ，女子複Ｂ，Ｃ 矢代 MTC

15 土 小林・千野 Seven colors

22 土 小林・千野 Drop shot

23 日 星野 なし

5 休 沼里 RiSE

6 土 沼里 一発屋

28 日 6/3(*),4 星野 春日・坂井 Call 4/4 5/3

1 日 男子単Ａ，Ｂ、女子単 大吉・小林 ACTAS

7 土 男子単Ｃ、単の残り試合、男子複A 春日・千野 APS

9 休 女子複Ａ，Ｂ，Ｃ 前島 上尾テニス

14 土 男子複Ｂ，Ｃ 大吉・坂井 アーバン

4 土 テニスランド

5 日 プリンス

3 土 11(*),17(*) 矢代 寺元 上尾ｾﾝﾄﾗﾙ

10 土 11(*),17(*) 矢代 寺元 上尾ｾﾝﾄﾗﾙ

18 日 25,31 男子複Ａ，Ｂ，女子複Ａ ステッピー

24 土 25,31 男子複Ｃ，女子複Ｂ，Ｃ ラブオール

＊大会会場は上平公園テニスコート
＊少年初心者テニス教室；8/21～8/26（9時～11時）
「主管大会」 「県大会」

3月 ﾍﾞﾃﾗﾝ（年齢別）大会
5月 県春季大会（5、6月土、日)
7月 県南部地区大会(６月末～)

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」 1月 県都市対抗大会
第59回市民体育祭（担当；JSAニーケ ） 3月 ﾍﾞﾃﾗﾝ（年齢別）大会
シティマラソン（担当；マーベ会、上尾５６、かべ打ち ）

10/8

3

1/16 2/6
県大会推薦選手選考会（複）

＊日付（*）は午前半日ソフトテニスが＃７～１２利用。11/4も同上

11/19

1/23 2/20第87回大会 丸

11
第15回ｼﾆｱ、21回新進大会

平野 和田

県大会推薦選手選考会（単）

11(*),12 9/12 10/10
第7回ｼﾆｱﾐｯｸｽ大会

4/11
第11回年齢別単大会

第41回ﾐｯｸｽ大会

米山 3/21

10
15(*),21,
28(*),29

第86回大会 米山 8/10 9/5

4
4/29(*),5/
4,5/21

第34回大会クラブ対抗（女子）

須賀

3

定期総会

県大会推薦選手選考会（単）

県大会推薦選手選考会（複）

第85回大会

5
13(*),21,

第11回年齢別単大会

2/7

3/7 3/28第34回大会クラブ対抗（男子2部）

第34回大会クラブ対抗（男子1部）

1/13

1/25

申込締
切予定

月

丸 2/21

日(曜日） 予備日 行   事  名
担当理事

協力クラブ
要項発
表予定

平成２９年度・３０年度役員選出

上尾市テニス協会

＊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。

＊日程は予定です、参加数などにより変更の場合があります、各大会ごとにHPで確認してください。

＊申込大会毎に宛先が変わります、募集要項の宛先に指定の通り代表が申し込んでください。

名誉会長；前島　暁、会長；安藤洋之、理事長；丸　行弘、理事；平野武、沼里健司、寺元　学、星
野貴男、須賀富士男、杉江正則、米山寛行、矢代　淳、大吉哲郎、田口　圭、春日陽子、小林恵
美、千野佳枝、和田賀美、坂井美代、会計；輿石芳江、会計監査；山田勝彦、川村勝也、顧問；大
木義夫、清水康彦、浅井忠之



第三号議案； 平成29年度　予算

前年度繰越金 2,726,405 コート使用料 600,000

助　成　金 130,000 増額継続 大会運営費 1,200,000 ＊１

登　録　料 250,000 会費登録料 63,000 県登録料減

会　  　費 2,000,000 大会参加費 通　信　費 20,000

雑　収　入 90,000 ｾｯﾄﾎﾞｰﾙ他 事　務　費 300,000 PC、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ更新

会　議　費 190,000 ＊２

派　遣　費 300,000 ＊３

保　険　料 30,000 前年度比増額

強  化  費 100,000

予　備　費 2,393,405
50周年記念事業費用（2百
万円）を含む

計 5,196,405 計 5,196,405

 ＊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 80,000/年
② ドロー作成手当、等 5,000/回

県選考会、春季大会、クラブ対抗大会、年齢別Ｓ大会、Mｉｘ大会

秋季大会、シニアー、新進、シニアーＭｉｘ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・手伝い・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

１） 協力クラブの決定・・・・（別紙Ｈ29年度行事予定及び担当参照）

２） 規約第１０条の名誉会長に前島暁氏を委嘱し５０周年記念事業の準備に着手する

３）

4)

7

その他

　　上尾市テニス協会

 収   入   の   部  支  出  の  部

第四号議案；その他

事務局費の増額・・・県登録が個人番号登録など増加に対応の為

　準備の為「５０周年事業委員会」を設け委員長に前島暁氏を選出、委員は会長の
推薦する有識者を充る。事務経費は協会付則に準じて処理する


