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２０１９年度定期総会資料(案)                             上尾市テニス協会 

日  時  2019年 3月２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  名 ,  団体(登録団体：５８) 

「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 30年度事業報告及び決算報告 

二号議案  2019～2020年度役員選出 

三号議案  2019年度事業計画及び予算 

四号議案  その他(協力担当クラブ選出他) 

一号議案；平成 30年度事業報告(１～18)(大吉理事長) 

１．平成 30年度定期総会(3/3)上尾市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ  出席 53名、団体(登録は団体) 

① 平成 29年度事業報告及び決算報告・・・・承認 

② 緊急動議；会長；丸 行弘 理事長；大吉哲郎を承認 

③ 平成 30度事業計画及び予算・・承認 

④ その他 (協力担当クラブ選出) ・・・ 

２．平成 30年度県選考会   シングルス(3/3)  ダブルス(3/10) 

    シングルス選考会(3/3) 

   参加者；男子 28名 ①久保西②鎌塚③菅野④畠山⑤生藤⑥松延⑦柳澤⑦三重野 

 女子 2名 大会不成立 申込者抽選により出場大会決定 野本、柳澤 

県春季大会推薦(カッコ内は県大会の成績) 

   男子単；久保西真人(2R) 鎌塚益生(2R) 「石本貴幸(3R)」 

女子単；「坂本明香(本 SF)、堀江亜衣(本 3R)、植野彩子(本 2R)、堀江真帆(F)、小野田愛子(2R)」 

   県秋季大会推薦 

   男子単；菅野晃弘(2R)、畠山秀和(1R)、 女子単；野本治美(1R) 、柳澤光子(1R) 

        「中村光孝(本 1R)、小泉尚也(2R)」「堀江亜衣(本 準優勝)、小野田愛子(本 QF)、堀江真帆(F)」 

   ダブルス選考会(3/10) 

   参加者；男子 9組 ①岩崎・前田②長竹・小平③戸田・寺阪④高橋・茂木 

⑤関口・関口⑥中村・菊田⑦佐々木・金崎⑦松本・村松 

 女子 8組 ①堀江・堀江②舘島・平野③宮坂・松野④田野・飯村 

     ⑤遠山・堀込⑥広谷・河原⑦岡田・新島 

県春季大会推薦(カッコ内は県大会の成績) 

   男子複；長竹保和・小平貴章(WO)、戸田圭祐・寺阪智治(WO) 

女子複；堀江亜衣・堀江真帆(3R) 、宮坂直子・松野祐子(F) 

      「兼松寛和・桑山剛(3R)、菅野晃弘組(3R)、加藤祐輔・高橋竜治(2R)、東和志・田中晶大

(2R)、及川大輔組(2R)、生藤一也組(1R)、神前昭組(1R)、新井伸吾・松延健一(WO)」 

      「坂本明香・村上ひろか(本 優勝)、伊沢由紀子・畠山由美子(本 1R)、古川さやか・小野田

愛子(F)、永島美穂組(F)」 
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  県秋季大会推薦 

    男子複；岩崎賢太郎・前田純一(3R)、高橋健久・茂木大輔(WO)  

女子複；舘島恵・平野来未(1R)、田野千穂・飯村純子(1R) 

      「古川さやか・小野田愛子(本 1R)、加賀美淑姫・生藤美穂子(F勝者) 、清水光江組(1R)」 

             

３．第 87回大会(3/18,24) 

参加数  男子Ａ19組          男子Ｂ42組        男子Ｃ40 組 

優勝  寺元・伊藤(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)       浦田・上條(ﾁｰﾑｺﾞｴ)       小山・斉藤(C.ACTAS) 

準優勝 中村・及川(C.ACTAS)        桑山・兼松(上尾 TC)      神田・大久保(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾) 

参加数   女子Ａ30組          女子Ｂ27組            女子 C19組 

優勝  新井・鈴木(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ・ｱｰｸｽ)  吉岡・沼倉(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾)     柏倉・大田原(tennis babo) 

準優勝 小野田・古川(上尾 TC)     松本・会沢(RISE・C.ACTAS)   加東・山本(clover) 

４．第 5回クラブ対抗 (4/15,男子＆女子１部、4/21女子２部、4/22男子２部) 

参加数    男子 41チーム(1部 16,2部 25)   女子 27チーム(1部 8,2部 19) 

1部優勝  一発屋         1部優勝  上尾ｾﾝﾄﾗﾙ A 

準優勝 tennis babo  準優勝 大阪屋・星組 

３位   プリンス A  ３位  アークス 

３位   ステッピー  ３位  上尾 GTCぼたん  

５位   上尾ｾﾝﾄﾗﾙ C  ５位  tennis babo 

６位   Seven colors  ６位  上尾ｾﾝﾄﾗﾙ B 

・・・・略・・・・・・  ７位  MTC   

15位  C.ACTAS ｲｰｸﾞﾙｽ  ７位  メリテニ 

16位  グッドラック 

  2部優勝  C.ACTAS ﾊﾔﾌﾞｻ  2部優勝 テニテニ 

準優勝  AT    準優勝 エフォーツ 

３位   プリンス B  ３位  上尾 GTCバラ 

３位   上尾 TC-A  ３位  プリンス 

＊一部の下位 2組と二部の 1，2は入れ替わる 

５．第 12回年齢別シングル大会 (5/4,5) 

参加数  男子オープン 11名  35才以上 16名    45才以上 39名  

優勝    谷川(一発屋)         久保西(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)  堀 (ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾) 

準優勝  菅野(一発屋)        高橋(メリテニ)   藤村(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾) 

参加数 55才以上 19名        60才以上 16名   65才以上 18名  

優勝  赤井(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)       大澤(C.ACTAS)    村井(C.ACTAS) 

準優勝 矢代(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)       前田(UD ﾄﾗｯｸｽ)    村木(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾)  

参加数 女子オープン 10名     40才以上 0名     50才以上 12名  60才以上 0名 

優勝  堀江亜衣(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)               吉田(ｴﾌｫｰﾂ) 

準優勝 堀江真帆(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)               和田(clover) 

http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no87_ageo-city_tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no35_ageo-city_club_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no12_ageo-city_age-group_tennis_result.pdf
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６．第 42回ﾐｯｸｽダブルス大会(5/27)     参加数 65組 

優勝   横田・六本木(一発屋) 準優勝 宮坂・宮坂(プリンスＴＣ) 

７．埼玉県夏季大会南部テニスﾄｰﾅﾒﾝﾄ(6/10～)に７組(大変少ない)をエントリー 

  6/16(土)上平公園でベテランの部実施、運営・管理を主管 

８．第 6回「夏休みｼﾞｭﾆｱｰテニス教室」8/20 ～26 9時～11時 

    公認ｺｰﾁ；古橋祐夏 

  7月の広報とＨＰで募集、4名申込、参加者 3名  

  ＊猛暑の最中の募集となった為か、少人数の参加 

９．H30年度上平公園テニス教室(初級～中級編)(10/2～26火、金 全８回) 講師(寺元、田口) 

１０．第 60回市民体育祭役員派遣(10/7) 

  派遣役員；黒沢孝(あすなろ) 体育功労賞；杉江正則 

    行進参加クラブ；ペアーズ、上尾ｾﾝﾄﾗﾙ、ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾、Seven colors、AT、アモス、上尾 56、 

ペリカン、ラブオール、MTC、大阪屋、テニテニ、TC90、あすなろ 

１１．第 88回大会(9/30、10/6,8,13,14)・・・・9/30雨天の為男女単Ａは 10/14に実施 

参加シングルス男子Ａ35名  Ｂ57名   Ｃ66名    女子 36名 

 参加ダブルス 男子Ａ22組  男子Ｂ36組 男子Ｃ44 組 

        女子Ａ33組  女子Ｂ29組 女子Ｃ26 組 

シングルス  男子Ａ      男子Ｂ        男子Ｃ      女子 

優勝  石本貴幸(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)  柴田雅寛(DropShot) 塚本浩貴(LTC)   堀江真帆(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ) 

準優勝 久保西真人(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ) 田村英聖(ぶっきーず) 松本侑季(moon t・c)会沢昌代(C.ACTAS) 

ダブルス   男子Ａ      男子Ｂ        男子Ｃ       

優勝  中橋・川上(C.ACTAS) 高橋・野口(大阪屋)   田中・大石(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ) 

準優勝 及川・松原(C.ACTAS) 須永・松橋(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ) 佐藤・土渕(ｽﾀｰｽﾞ) 

        女子 A      女子 B         女子Ｃ 

優勝  堀江・堤田(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ) 入江・入江(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾) 大室・正田(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾) 

準優勝 馬場・舘島(ｱｰｸｽ)   山口・谷口(テニテニ)    大竹・横山(CALL) 

１２．第 22回新進大会 (11/3) 

参加数   男子申込 1組不成立    女子 8組 

優勝   斉藤・原(C.ACTAS) 

準優勝  長田・中条(あすなろ) 

コンソレ優勝 前田・荻野(ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ上尾) 

１３．第 16回シニア大会 (11/3)  (今年度から１部、２部に分割) 

参加数  男子１部 8組(ペア 120～129歳)  男子２部 10組(ペア 130歳以上) 

優勝   ｻﾍﾞｯﾄ・岩原(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)    優勝   秋村・村木(C.ACTAS・ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾) 

準優勝   須賀・高田(AT・C.ACTAS )    準優勝 園部・星野(ｺｽﾓｽ) 

参加数  女子１部 6組(ペア 110～119歳) 女子２部 6組(ペア 120歳以上) 

優勝   宮原・水野(大阪屋・ｱｰﾊﾞﾝ)   優勝   千葉・千野(上尾 GTC) 

準優勝   大畠・戸枝(大阪屋)       準優勝 坂田・八木(ｱｰﾊﾞﾝ) 

http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no42_ageo-city_mix_doubles-tennis_result.pdf
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１４．第 8回シニアﾐｯｸｽ大会(11/10) １部；(ペア 110～119歳)、２部；(ペア 120歳以上) 

参加数   28組 

１部優勝   金子・嶋田(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)         ２部優勝   沼里・永井(上尾 TC) 

１部準優勝  村木・和田(ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾・clover) ２部準優勝 渡部・島村(上尾 TC) 

 コンソレ優勝  須賀・広谷(AT・MTC)       コンソレ優勝 松崎・松崎(上尾 56・上尾 GTC) 

 

１５．第 33回埼玉県都市対抗南部地区テニス大会(11月 10日) 

  会場；戸田市営コート、蕨市営コート 

  ２回戦  対戸田市  3－4   ●  

3・4位代表決定戦 

  １R  対北本市   5－0   ○ 

    決勝戦 対川口市   4－3   ○(頑張って勝利) 

  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：矢代 淳   

  一般男子；今成亮介、今井祐介     一般女子；西村渚沙、堀江亜衣、吉田彩 

  ベテラン男子一部；寺元学、関口敬行  ベテラン男子二部；赤井昭二、矢代淳 

ベテラン女子；山本美奈子、古川さやか 

応援団；  

 

１６．シティマラソン役員派遣(11月 18日) 

  派遣役員；ペリカン(山田)、上尾 56(小川)、上尾マーベ会(清水、清水) 

 

１７．第 33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) 

H31年 1月 19日(土) 会場；智光山テニスコート 

１回戦  対深谷市 ５－２ ○ 

2回戦  対新座市 ０－５ ● (新座市は準優勝、優勝；さいたま市)  

  監督；寺元 学 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：矢代 淳   

  一般男子；田口 圭、今井祐介     一般女子；西村渚沙、堀江亜衣、吉田彩 

  ベテラン男子一部；寺元学、関口敬行  ベテラン男子二部；赤井昭二、矢代淳 

ベテラン女子；山本美奈子、古川さやか 

応援団；．．． 

 

１８．定期理事会開催(8 回) 

  3/3, 3/31, 4/14, 5/5, 9/8, 10/20, 12/8, 2/16 

 

以上 

http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181111IcNanbuChiku-Result.pdf


第一号議案； 平成３０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 2,710,862 2,710,862 0

　助　成　金 130,000 139,000 9,000

　登　録　料 250,000 265,300 15,300

　会　  　費 2,000,000 2,067,500 67,500

  雑　収　入 90,000 115,964 25,964

計 5,180,862 5,298,626 117,764

支出の部

予　算 決　算 増　減 備　考

コート使用料 600,000 583,800 △ 16,200

  大会運営費 1,300,000 1,272,558 △ 27,442

  会費登録料 63,000 63,000 0

　通　信　費 10,000 1,380 △ 8,620

　事　務　費 250,000 183,112 △ 66,888

　会　議　費 190,000 137,923 △ 52,077

  選手派遣費 300,000 293,797 △ 6,203

　保　険　料 30,000 19,950 △ 10,050

  強  化  費 100,000 59,180 △ 40,820

　予　備　費 2,337,862 △ 2,337,862

　繰　越　金 2,683,926 346,064
←予算の予備
費との差

計 5,180,862 5,298,626 117,764

上記の通り報告致します
  会    長 丸　　行弘
　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31年3月2日



上尾市テニス協会 

二号議案 2019～2020 年度役員選出 (2019～20年度役員一覧)       

2019～2020年度役員名簿 

 

名誉会長   前島 暁   ペアーズ 

会 長    丸 行弘   ラブオール 

理事長    大吉哲郎   アーバン  

理 事    平野 武   プリンス 

  〃    大木博子   上尾テニス 

  〃    寺元 学   上尾セントラル 

  〃    星野貴男   UDトラックス 

〃    須賀富士男  AT 

〃    杉江正則   ペアーズ 

〃    米山寛行   ぶっきーす 

  〃    赤井昭二   上尾セントラル 

〃    佐藤 誠   テニスランド上尾 

〃    上條 正   チームゴエ 

  〃    田口 圭   Seven Colors 

  〃    春日陽子   大阪屋 

  〃    田渕聖子   上尾グリーン 

〃    千葉幸代   上尾グリーン 

  〃    坂井美代   チエリー 

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  

顧 問    清水康彦   上尾テニス 

顧 問    浅井忠之   ペアーズ 



三号議案　2019年度事業計画

2019年度行事予定及び担当　　（計画です） 2019/3/2

主務 副

2 土 10(*),16(*) 矢代 寺元 上尾セントラル 1/16 2/5

2 土

9 土 10(*),16(*) 矢代 寺元 上尾セントラル 1/16 2/5

17 日 30,31 男子複Ａ，Ｂ，女子複Ａ ステッピー

23 土 30,31 男子複Ｃ，女子複Ｂ，Ｃ ラブオール

13 土 千葉 YCT

20 土 田淵 CACTAS

21 日 平野 TBJ

4 土 坂井 RISE

5 日 坂井 Clover

26 日 6/2 大吉 佐藤 CALL 3/26 4/23

9 29 日 男子単Ａ，Ｂ、女子単 須賀・米山Ｄ ＊＊＊ MTC

5 土 男子単Ｃ、単の残り試合、男子複Ａ 平野 田淵 SEVEn-colorS

6 日 女子複Ａ，Ｂ，Ｃ 春日 千葉 一発屋

12 土 男子複Ｂ，Ｃ ＊＊＊ 大木 上尾テニス

2 土 3 テニスランド

9 土 10(*) プリンス

2 29 土 寺元 杉江
上尾セントラ
ル

1 日 寺元 杉江
上尾セントラ
ル

21 土 男子複Ａ，Ｂ，女子複Ａ ARCS

22 日 男子複Ｃ，女子複Ｂ，Ｃ メリテニ

＊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；8/19～8/24（9時～11時）
「県大会」
3月 ﾍﾞﾃﾗﾝ（年齢別）大会
5,6月 県春季大会（5,6月土、日）
6月15,22 県南部地区大会；一部（ベテラン？）上尾・上平で開催）役員6名選出
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
1月 県都市対抗大会
3月 ﾍﾞﾃﾗﾝ（年齢別）大会
「担当役員派遣上尾市体育行事」

第61回市民体育祭　 （担当；  ＊＊＊                  ）

シティマラソン         （担当；  ﾍﾟﾘｶﾝ、上尾マーベ会、上尾５６   ）

＊＊＊：後日決定

＊日付（＊）は午前半日ソフトテニスがC7～12コート使用

11/17

10/13

3

10/1

4/2第13回年齢別単大会
（男子55,60,65歳以上
女子オープン,40,50,60歳以上）

28,29

1/14 2/4

9/4

第9回ｼﾆｱﾐｯｸｽ大会
　 (男子:60歳以上,女子:50歳以上)
　1部:110～119歳，2部:120歳～(ﾍﾟｱ合計)

3/2

第36回大会クラブ対抗（男子2部）

第43回ﾐｯｸｽ大会

星野
（米山ド
ロー）

総会

県大会推薦選手選考会（複）

1/21 2/18第91回大会 丸
21 大木

22 ＊＊＊

10/14,19,
20(*), 26(*)

第90回大会 8/6

県大会推薦選手選考会（複）

県大会推薦選手選考会（単）

県大会推薦選手選考会（単）

11

第17回ｼﾆｱ大会(男子:60歳以上,女子:50歳以上)
　男子1部:120～129歳，男子2部:130歳～(ﾍﾟｱ合計)
　女子1部:110～119歳，女子2部:120歳～(ﾍﾟｱ合計)

第23回新進大会 佐藤 平野

10

13 須賀

20 須賀

21 星野

5
6,18(*)

第13回年齢別単大会
（男子オープン,35,45歳以上）

第89回大会 丸

8/27

3/19 

3/13

17 米山

23 上條

第36回大会クラブ対抗（女子2部）4 27,29, 5/1

第36回大会クラブ対抗（女子1部、男子１部）

2/19

日(曜日） 予備日 行   事  名
担当理事

協力クラブ
要項発
表予定

3/7,8(*)

申込締
切予定

1/23

月

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。

＊各大会ともエントリー数が４未満の場合は実施しません（締め切り後申込団体に連絡します）

3



第三号議案； ２０１９年度　予算

前年度繰越金 2,683,926 コート使用料 600,000

助　成　金 130,000 増額継続 大会運営費 1,300,000 ＊１

登　録　料 250,000 会費登録料 63,000 県、市登録料

会　  　費 2,000,000 大会参加費 通　信　費 10,000

雑　収　入 90,000 ｾｯﾄﾎﾞｰﾙ他 事　務　費 220,000 ＊優勝カップ整備

会　議　費 190,000 ＊２

派　遣　費 300,000 ＊３

保　険　料 30,000 大会参加人数に比例

強  化  費 100,000

予　備　費 2,340,926
50周年記念事業費用（2
百万円）を含む

計 5,153,926 計 5,153,926

 ＊１ ボール賞品代、運営委員（ドロー作成、大会進行）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・応援を含むに準用する）

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・・・・（別紙次年度行事予定及び担当に記載の通り）

＊空きコートの使用は協力クラブを優先します

　　上尾市テニス協会

 収   入   の   部  支  出  の  部

第四号議案；その他

前半（８～15時)；3,000/人、後半（15～19時）；2,000/人



(参考資料）

平成３０年度事業一覧

主務 副

3 土 11(*),17(*) 矢代 寺元 上尾セントラル 1/16 2/6

3 土

10 土 11(*),17(*) 矢代 寺元 上尾セントラル 1/16 2/6
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

15 日 千葉 YCT

21 土 C・ＡＣＴＡＳ

22 日 千野 ＭＴＣ

4 休 坂井 クローバー

5 土 坂井 ＲＩＳＥ

27 日 6/3 大吉 坂井 ＣＡＬＬ 4/3 5/1

9 30 日 男子単Ａ，Ｂ、女子単 須賀 Ｔ・ビター

6 土 男子単Ｃ、単の残り試合、男子複A 前島 千野 上尾ＴＣ

8 休 女子複Ａ，Ｂ，Ｃ 田口 千葉 Drop Shot

13 土 男子複Ｂ，Ｃ 春日 TBJ

10 土 11(*) プリンス

2 土 10(*) 矢代 寺元 上尾セントラル

9 土 10(*),16(*) 矢代 寺元 上尾セントラル

17 日 男子複Ａ，Ｂ，女子複Ａ ARCS

23 土 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；8/20～8/25（9時～11時）
「県大会」
3月 ﾍﾞﾃﾗﾝ（年齢別）大会
5,6月 県春季大会（5,6月土、日）
6月16,23 県南部地区大会；一部（ベテラン？）上尾・上平で開催）役員6名選出
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
1月 県都市対抗大会
3月 ﾍﾞﾃﾗﾝ（年齢別）大会
「担当役員派遣上尾市体育行事」

第60回市民体育祭　（担当；あすなろ ）

シティマラソン（担当；ﾍﾟﾘｶﾝ、上尾マーベ会2名、上尾５６ ）

＊日付（＊）は午前半日ソフトテニスがＣ７～１２コート使用

10/7

11/

2/5
県大会推薦選手選考会（複）

30,31 第89回大会 丸 1/22 2/19

第42回ﾐｯｸｽ大会

14,20(*),2
1,27(*)

第88回大会 8/7

第8回ｼﾆｱﾐｯｸｽ大会
　 (男子:60歳以上,女子:50歳以上)
　1部:110～119歳，2部:120歳～(ﾍﾟｱ合計)

平野

テニスランド

9/12 10/9

3

県大会推薦選手選考会（単）
1/15

9/4

3/27第35回大会クラブ対抗（女子2部）

第35回大会クラブ対抗（男子2部）

4/10

11

3

3

5
19(*),20

第12回年齢別単大会
（男子オープン,35,45歳以上）

星野

10

県大会推薦選手選考会（複）

第87回大会 丸 2/20

3/21第12回年齢別単大会
（男子55,60,65歳以上
女子オープン,40,50,60歳以上）

3/6

担当理事
協力クラブ 要項発表

1/23

申込締
切

予備日

県大会推薦選手選考会（単）

上尾市テニス協会

月 日(曜日） 行   事  名

土 4

佐藤

総会

4
28,29,30(*
)

第35回大会クラブ対抗（女子1部、男子１部）

須賀

第16回ｼﾆｱ大会(男子:60歳以上,女子:50歳以上)
　男子1部:120～129歳，男子2部:130歳～(ﾍﾟｱ合計)
　女子1部:110～119歳，女子2部:120歳～(ﾍﾟｱ合計)

第22回新進大会

http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/h30_ken-singles-sel-result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/h30_ken-doubles-sel-result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no87_ageo-city_tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no87_ageo-city_tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no87_ageo-city_tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no35_ageo-city_club_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no35_ageo-city_club_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no35_ageo-city_club_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no12_ageo-city_age-group_tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no12_ageo-city_age-group_tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no42_ageo-city_mix_doubles-tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-N88Taikai-Kekka2.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-N88Taikai-Kekka2.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-N88Taikai-Kekka2.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-N88Taikai-Kekka2.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-N88Taikai-Kekka2.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-N88Taikai-Kekka2.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-N88Taikai-Kekka2.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181103SD-ResultV1.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181103BD-Result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181110SMD-Result.pdf
http://www.saitamacityta.jp/nanbutt/result-180625.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181111IcNanbuChiku-Result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181111IcNanbuChiku-Result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181111IcNanbuChiku-Result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no42_ageo-city_mix_doubles-tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-N88Taikai-Kekka2.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181110SMD-Result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181110SMD-Result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181110SMD-Result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no35_ageo-city_club_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no35_ageo-city_club_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no12_ageo-city_age-group_tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no12_ageo-city_age-group_tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/h30_ken-doubles-sel-result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no87_ageo-city_tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no12_ageo-city_age-group_tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no12_ageo-city_age-group_tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no12_ageo-city_age-group_tennis_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/h30_ken-singles-sel-result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/12/no35_ageo-city_club_result.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181103SD-ResultV1.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181103SD-ResultV1.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181103SD-ResultV1.pdf
http://ageocity-ta.com/wp-content/uploads/2018/11/20181103BD-Result.pdf

