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平成２７年度定期総会資料                          上尾市テニス協会 

日  時  平成 27 年３月８日(日）  ＰＭ６：３０～ 

場  所  上尾市コミュニティセンター 視聴覚室  出席者？？団体 55 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 26 年度事業報告及び会計報告  ・・・・承認 

二号議案  平成 27,28 年度役員選出・・・別紙の通り選出されました 

三号議案  平成 27 年度事業計画及び予算・・・承認 

四号議案  その他（実施日の移動；ｸﾗﾌﾞ対抗を 4 月、年齢別を 5 月、

ｼﾆｱ、ｼﾆｱﾐｯｸｽ、新進を 11 月、男子 C の年齢 35 歳⇒55

歳  協力ｸﾗﾌﾞの決定、他） 

一号議案；平成 26 年度事業報告（１～20）（安藤理事長） 

１．26 年度第１回理事会(3/1)；総会次第確認、選考会、第 79 回大会ﾄﾞﾛｰ会議 

２．26 年度定期総会(3/2)上尾市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ  出席 57 名、57 団体（総数？？団体） 

① 平成 25 年度事業報告及び決算報告・・・・承認 

② 平成 26 年度事業計画及び予算・・・・承認 

③ その他  ＊大会案内はネットで実施、＊協力ｸﾗﾌﾞ、＊規約改定；功労と慶弔、

会計年度締切を 1 月末。 

３．平成 26 年度県ｼﾝｸﾞﾙｽ選考会（3/8 実施） 

   参加者；男子 38 名①今井②大隅③辻野④畠山⑤松延⑥長竹 

 女子 5 名 ①興津②堀江亜衣③伊沢④清水⑤堀江真帆 

県春季大会推薦（ｶｯｺ内は県大会の成績） 

 男子 S；今井(本１R) 大隅（予２R）辻野（WO）女子 S；興津(予３R) 堀江亜衣(予 F） 

県秋季大会推薦 

 男子 S；畠山（予３R）松延（予 3R)  女子 S；伊沢（予 F) 清水(予１R）  

４．第 79 回大会（3/23,29） 

参加数   男子Ａ24 組      男子Ｂ36 組          男子Ｃ25 組 

優勝  新井・松延（Seven)   播本・加藤（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ）  土屋・茅野（ｽﾃｯﾋﾟｰ） 

準優勝 生藤・佐光（ﾀﾀﾞﾉ)      森下・後藤（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ）  碓井・輿石（上尾ﾃﾆｽ） 

参加数    女子Ａ13 組             女子Ｂ54 組 

優勝   谷川・興津（上尾ﾃﾆｽ）      新竹・清水（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ） 

準優勝  田野・井上（メリテニ）      見上・船戸（ｽﾃｯﾋﾟｰ） 

          男子              女子 

県春季大会推薦  新井・松延(予１R)        高橋・瀬川(登録なしで推薦せず) 

         今井・杉本（予１R）       谷川・興津(本１R) 
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         生藤・佐光（予１R）       中村・小林(予 2R） 

県秋季大会推薦  戸田・寺阪(本１R）                堀込・遠山（予３R） 

         横田・畠山（予２R）       山本・若山（予 F) 

        河原・正垣(予２R) 

５．第 8 回年齢別シングルス大会(4/19,4/26)  

参加数  男子 35才未満 24 名  男子 35 才以上 30 名   男子 45 才以上 42 名 

優勝    反町(一発屋）        前田(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ）     秋山（ACTAS） 

準優勝    高橋(一発屋）       宮崎(Drop-Shot)       矢代（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ） 

参加数 男子 55 才以上 25 名   女子 40 才未満 8 名 女子 40 才以上 28 名 

優勝  石山（ｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸﾞ）   徳永（Drop shot）  荒井（大阪屋） 

準優勝 藤波（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ）    野田（JUTC）    千喜良（ARCS） 

６．第 18 回新進大会(5/3） 

参加数   男子 14 組              女子 15 組 

優勝  田部井・秋山（ACTAS）      菅原・諏訪(MTC） 

準優勝  渡辺・高橋（MTC）        和田・佐々木(ARCS MTC） 

７．第 12 回シニア大会(5/3） 

参加数    男子 18 組 

優勝   大谷・山口（上尾ﾃﾆｽ） 準優勝 渡部・小林（上尾ﾃﾆｽ） 

８．第 4 回年令別(年令制限)ﾐｯｸｽ大会（5/4）・・・・・110 歳以上 

参加数   22 組 

優勝   金子・増田（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ） 準優勝 安久沢・中村（ｱｰﾊﾞﾝ・上尾ｾﾝﾄﾗﾙ） 

９．第 38 回ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会（5/24） 

      参加数   68 組 

優勝 宮坂・宮坂（プリンス） 準優勝 山野井・長竹（Seven colors） 

10．埼玉県夏季大会南部地区ﾄｰﾅﾒﾝﾄ（6/25～）に 20 組をエントリー 

11．第 2 回中学生初心者テニス教室（7/28～8/2 ９時～11 時） 

   上平、東中学校に募集ビラを配布（200 枚）募集 参加者 5 名 

12．第 31 回ｸﾗﾌﾞ対抗(8/9,10 雨,17 男 C,23 女子)   

参加数    男子 37 チーム 368 名     女子 26 チーム 237 名 

一部 1 位  上尾ﾃﾆｽＣ        一位Ｔ優勝 上尾ｾﾝﾄﾗﾙ A 

２位  tennis babo          準優勝 大阪屋星組 

３位  Sevencolors           ３位 一発屋 

3 位  プリンス A            3 位 大阪屋月組 

13．はじめてのテニス教室(9/２～10/7)講師推薦（松本 博 松本由利子） 

14．第 56 回市民体育祭役員派遣（10/12） 

  派遣役員；あすなろ（黒沢孝）   体育功労賞；推薦せず 
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入場行進出席者；20 名（上尾ﾃﾆｽ、上尾ｾﾝﾄﾗﾙ、AT、Drop shot、YCT、エフォーツ 

パワーズ、ﾗﾌﾞｵｰﾙ、MTC、大阪屋、あっぴーす、ペアーズ他） 

15．第 80 回大会(10/5 雨,11,13 一部実施、18、19) 

参加ｼﾝｸﾞﾙｽ 男子Ａ22 名 Ｂ47 名 C47 名  女子 30 名 

   ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 男子Ａ19 組  男子Ｂ48 組  男子Ｃ22 組 

       女子Ａ13 組  女子Ｂ53 組 

シングル  男子Ａ   男子Ｂ      男子Ｃ      女子 

優勝   大隅(tennis babo) 福屋（AT） 岡崎(ｽﾃｯﾋﾟｰ）   内河（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ) 

準優勝  金森(tennis babo) 浦田（ﾊﾟﾜｰｽﾞ）前田（UD ﾄﾗｯｸｽ） 江田  （smoke） 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 男子Ａ            男子Ｂ          男子Ｃ 

優勝  戸田・寺阪(あっぴーす 上尾ﾃﾆｽ)升井・山本(ﾗﾌﾞｵｰﾙ）小林・下田(Drop shot) 

準優勝大隅・金森（tennis babo）       須永・木村（上尾ｾﾝﾄﾗﾙ） 吉田・大釜（てにす日和） 

      女子 A              女子 B 

優勝  石井・中村（一発屋）   荒垣・橘高（ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾） 

準優勝 桑野・川崎（プリンス）  井口・猪島（AT） 

16．第 29 回埼玉県都市対抗南部地区テニス大会（11/3）会場；川口市青木町公園庭球場 

  １回戦  対北本市    ７－０  ○ 

  準決勝  対川口市     ２－５     ● 

  第三・四代表決定戦    

       対桶川市    ６－０  ○ 

対戸田市    ４－１  ○ 

以上の結果南部地区第三代表として埼玉県大会に出場決定 

監督；矢代 淳   マネージャー；一里山尚美 

 一般男子；今成亮介、今井祐介、松橋和寛 一般女子；今成望、坂本明香、内河美穂 

 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；前田聡、宮村幹夫 

ﾍﾞﾃﾗﾝ女子；一里山尚美、荒井里夏 

団体戦特有の応援団（桑原、赤井、輿石、安藤、前島他） 

17．シティマラソン役員派遣（11/18） 

  派遣役員；smoke（大友貴博） 上尾 56 須賀栄一、武田和昭 かべうち 川中淳 

18．第 29 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） 

H27 年 1 月 10 日（土） 会場；川越総合運動公園テニスコート 

１回戦  対熊谷市   3－4  ● 

  親善試合 対草加市   4－1    ○ 

監督；；矢代 淳  マネージャー；一里山尚美 赤井昭二 

 一般男子；今成亮介、今井祐介、松橋和寛 一般女子；今成望、坂本明香、内河美穂 

 ﾍﾞﾃﾗﾝ男子一部；寺元学、生藤一也 ﾍﾞﾃﾗﾝ男子二部；沼里健司、宮村幹夫 
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ﾍﾞﾃﾗﾝ女子；一里山尚美、荒井里夏 

19．その他主管大会 

  第 71 回(5 月)、72 回(10 月) ﾐｾｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 

  第 37 回 上尾・桶川・伊奈３地区大会（9/24,28） 

20．定期理事会開催（７回）  3/1,4/5,5/3,7/26,9/20,12/6,2/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


