
上尾市テニス協会
日　時 ： ２０２１年３月７日(日）「新型コロナウィルスのためメールベースで実施」
場　所 ： 上尾市文化センター

「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 ２０２０年度 事業報告及び決算報告
二号議案 ２０２１年度 事業計画及び予算
三号議案 その他
①大会の協力担当クラブ選出

第一号議案； ２０２０年度 事業報告（大吉理事長）

１．２０２０年度定期総会【新型コロナウイルスの影響により委任状にて実施】 (登録数＝60団体）
（１）２０２０年度 事業報告及び決算報告・・・・承認
（２）２０２０～２０２１年度 役員選出 ・・・承認
（３）２０２０年度 事業計画及び予算 ・・・承認
（４）その他（①大会・イベントの協力担当クラブ選出 ②獲得ポイントの改定

　③クラブ対抗参加費の改定 ④大会ドロー表：無配布） ・・・承認
２．２０２０年度 県選考会（2/29,3/1）

（１）シングルス 選考会（2/29）
参加数
１位 （春） （春）

２位 （春） （春）

３位 （秋） （秋）

４位 （秋） （秋）

（春）＝春季県大会推薦者 （秋）＝秋季県大会推薦者

【シングルス 県大会成績】【春：中止】

（２）ダブルス 選考会（3/1）
参加数

（春）＝春季県大会推薦者 （秋）＝秋季県大会推薦者

【ダブルス 県大会成績】【春：中止】

森下 裕貴 (本:1R)

一里山 尚美 (本:1R) 三須 潤也 (予:2R)

菅野 晃弘 (予:F)

関口 兼彰 (予:2R)

荒井 里夏 (予:2R)

堀田 悦子 (予:2R)

新井 良太 (秋:未出場)

西川 貴代 (秋:未出場)

齋藤 悠生(予:3R) 野本 治美(予:1R)

矢吹 地(予:2R)

（秋）

森下 裕貴(予:F) 堀江 亜衣(本:QF)

(予:2R)

平田 慎一
田口 圭

(予:W.O)

新井 伸吾
松延 健一

(W.O)

谷田部 美紀
高橋 洋子

(予:1R)

２０２１年度 定期総会資料

（男子）　春→秋　（女子） （男子）　　秋　　（女子）

男子＝２７名 女子＝４名
森下 裕貴(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

久保西 真人(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

齋藤 悠生(ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ上尾)

矢吹 地(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

海老原 小春(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

柳澤 光子(一発屋)

野本 治美(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

飯田 真紀(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

（本）＝本戦

（予）＝予選宮坂 直子
松野 祐子

(予:W.O)

高橋 洋子(大坂屋)
谷田部 美紀(大坂屋)

舘島 恵(ARCS)
平野 来未(ARCS)

新井 伸吾(SEVEn colorS)
松延 健一(SEVEn colorS)

（秋）

（春）

(本:1R)

生藤 一也(タダノ)
久保西 真人(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

（秋）

久保西 真人(W.O)

（春）

ｱﾝｼﾞｬﾙｼﾞｬ ﾀﾞﾆｴﾙ(予:2R)

（本）＝本戦

（予）＝予選

中村 光孝(秋:未出場)

堀江 真帆(本:2R)

柳澤 光子(予:1R)

宮坂 直子(プリンスTC)
松野 祐子(プリンスTC)

男子＝１２組 女子＝５組

１位

海老原 小春(予:W.O)

坂本 明香(秋:未出場)

飯田 真紀(予:1R)

高橋 竜治(tennis babo)
加藤 祐輔(tennis babo)

及川 大輔
本木 雄大

（男子）　春→秋　（女子） （男子）　　秋　　（女子）

（秋）

山本 美奈子
長嶋 伸子

久保西 真人
生藤 一也

(予:W.O)

正垣 広子
河原 麗子

(予:W.O)

平野 来未
舘島 恵

堀江 亜衣
堀江 真帆

（春）

２位

３位

４位 （春）
正垣 広子(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)
河原 麗子(上尾ｾﾝﾄﾗﾙ)

平田 慎一(SEVEn colorS)
田口 圭(SEVEn colorS)

(本:３位)

(予:2R)

加藤 祐輔
高橋 竜治

(本:1R)



３．第９１回大会（男子Ａ;男子Ｂ;女子Ａ(3/21)，男子Ｃ;女子Ｂ;女子Ｃ(3/22)）【中止】

※ 新型コロナウイルスの影響により中止

４．第３７回クラブ対抗（男子１部；女子１部(4/5)，女子２部(4/18)，男子２部(4/19)）【中止】
男子１部 男子２部 男子計 女子１部 女子２部 女子計 総計

チーム数 　１６ 　２６ 　４２ 　８ 　２７ 　３５ 　７７

申込人数 １６９ ２６５ ４３４ ７８ ２１７ ２９５ ７２９

※ 新型コロナウイルスの影響により中止

５．第１４回年齢別シングルス大会（5/2,3）【中止】
男子35歳;45歳以上(5/2)，男子55歳;60歳;65歳以上;女子ｵｰﾌﾟﾝ(5/3)

男子ｵｰﾌﾟﾝ,女子50歳以上,女子60歳以上は,8名未満のため不成立

女子40歳以上は8名未満のため,女子ｵｰﾌﾟﾝに組込

※ 新型コロナウイルスの影響により中止

６．第４４回ミックスダブルス大会（5/24）【中止】
※ 新型コロナウイルスの影響により中止

７．埼玉県夏季大会南部テニストーナメント（6/6～）【中止】
上尾市テニス協会からの申込数：５組

※ 新型コロナウイルスの影響により中止

８．聖火リレーコースの警備（7/9）【中止】

９．第８回「夏休みジュニアテニス教室」（8/17～22）（9時～11時）【中止】
※ 新型コロナウイルスの影響により中止

１０．２０２０年度上平公園テニス教室(初級～中級編)(10/2,6,9,13,16,20 全６回)　講師(古橋 佑夏)

１１．第６２回上尾市民体育祭役員派遣（10/11）【中止】
※ 新型コロナウイルスの影響により中止

１２．第９２回大会（9/27,10/3,4,10）【中止】
女子単;男子単A&B(9/27)，男子単C;男子複Ａ(10/3)，女子複A～C(10/4)，男子複B&C(10/10)【中止】

※ 新型コロナウイルスの影響により中止

１３．第２４回新進大会（11/1）【中止】
※ 新型コロナウイルスの影響により中止

１４．第１８回シニア大会（11/1）(男子60歳以上、女子50歳以上)【中止】
※ 新型コロナウイルスの影響により中止

１５．第３５回埼玉県都市対抗南部地区テニス大会（11/1,15）【不参加】
会場：さいたま市 天沼テニス公園、参加数＝５市

※ 新型コロナウイルスの影響により上尾市は不参加

１６．第１０回シニアミックス大会（11/8）(男子60歳以上、女子50歳以上)【中止】
※ 新型コロナウイルスの影響により中止

１７．上尾シティハーフマラソン役員派遣（11/15）【中止】
※ 新型コロナウイルスの影響により中止

１８．第３５回埼玉県都市対抗テニス大会兼県体テニス大会（2021/1/23,24）【出場権なし】
（全日本都市対抗テニス大会県予選会）

会場：さいたま市 大宮第二公園テニスコート、参加数＝１６郡市

※ 第３５回埼玉県都市対抗南部地区テニス大会不参加のため

１９．定期理事会開催（２回）
2020/3/1 2021/2/13

2020/3/22,4/12,5/3,9/5,10/10,12/5：中止（新型コロナウイルスの影響による）

ドローの検討はメールにより実施）

女子60歳以上＝３名女子50歳以上＝４名女子ｵｰﾌﾟﾝ＝３名 女子40歳以上＝５名

男子35歳以上＝１３名

女子Ａ＝３５組

申込数

男子Ｃ＝４９組
女子Ｂ＝２８組 女子Ｃ＝２８組

男子55歳以上＝１８名 男子60歳以上＝１１名 男子65歳以上＝１９名

申込数
男子Ａ＝２５組

男子ｵｰﾌﾟﾝ＝６名 男子45歳以上＝３１名

男子Ｂ＝３７組



第一号議案； ２０２０年度 決算報告
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 2,793,194 -2,793,194

助　成　金 130,000 -130,000

登　録　料 250,000 -250,000

会　　　費 2,000,000 -2,000,000

雑　収　入 90,000 -90,000

計 5,263,194 0 -5,263,194

支出の部

予　算 決　算 増　減 備　考

コート使用料 600,000 △ 600,000 

大会運営費 1,300,000 △ 1,300,000 

会費登録料 63,000 △ 63,000 

通　信　費 10,000 △ 10,000 

事　務　費 220,000 △ 220,000 

会　議　費 190,000 △ 190,000 

選手派遣費 300,000 △ 300,000 

保　険　料 30,000 △ 30,000 

強　化　費 100,000 △ 100,000 

予　備　費 2,450,194 △ 2,450,194 

繰　越　金
←予算の予備費
　　との差

計 5,263,194 0 -5,263,194

上記の通り報告致します

会    長 丸　　行 弘

会　　計 輿 石 芳 江

2021/3/n

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



第二号議案：２０２１年度 事業計画

２０２１年度 行事予定及び担当

＊各大会とも申込数が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）

要項発
表予定

申込締
切予定

ドロー
会議

ＨＰ
掲載

主務 副
原則２
か月前

原則
火曜

原則
金曜

27
(a)

土 シングルス 寺元

28 日 ダブルス 赤井

7 日

20 土 男子複Ａ，Ｂ，女子複Ａ 大木 ＴＢＪ

21 日 男子複Ｃ，女子複Ｂ，Ｃ 上條 ＡＣＴＡＳ

4 日 女子１部，男子１部

10 土 女子２部

17 土 男子２部

1 土 男子オープン,35,45歳以上

2 日
男子55,60,65歳以上
女子オープン,40,50,60歳以上

23 日 29 3/23 4/20 5/2 5/7

25 土 男子単Ａ，Ｂ，女子単

26 日 男子複Ａ，男子単Ｃ,単の残り試合

3 日 女子複Ａ，Ｂ，Ｃ

10 日 男子複Ｂ，Ｃ

第19回
シニア大会

男子1部:120～129歳,2部:130歳～
女子1部:110～119歳,2部:120歳～
(ﾍﾟｱ合計)
(男子:60歳以上,女子:50歳以上)

11 7 日 14
第11回シニア

　ミックス大会

1部:110～119歳，2部:120歳～
(ﾍﾟｱ合計)
(男子:60歳以上,女子:50歳以上)

26
(e)

土 シングルス

27
(f)

日 ダブルス

19 土 男子複Ａ，Ｂ，女子複Ａ

20 日 男子複Ｃ，女子複Ｂ，Ｃ

＊日付のnn(a)はC7～C12コートを12時～16時までソフトテニス連盟が使用
＊日付のnn(b)はC7～C12コートを 9時～17時までソフトテニス連盟が使用
＊日付のnn(c)はC7～C12コートを 9時～11時までソフトテニス連盟が使用
＊日付のnn(d)はC7～C9コートを 9時～13時,C10～C12コートを9時～11時までソフトテニス連盟が使用
＊日付のnn(e)はA1～A4コートを 9時～17時,C7～C12コートを9時～13時まで使用(B5,B6コートは使用せず)
＊日付のnn(f)はA1～A4,C7～C12コートを9時～17時まで使用(B5,B6コートは使用せず)
＊日付のnn(g)はA1～A4コートを 9時～17時,C7～C12コートを13時～17時まで使用(B5,B6コートは使用せず)
＊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；8/16～8/21（A3,A4コート 9時～11時） コーチ(+役員4名)

【県大会】
3,4月 県ベテラン春季（年齢別）大会
5,6月 県一般春季大会

県夏季大会南部テニストーナメント；一部を上尾・上平公園で開催
（役員6名：ｎｎｎ，ｎｎｎ，ｎｎｎ，ｎｎｎ，ｎｎｎ，ｎｎｎ)

9月 県ベテラン秋季（年齢別）大会
9,10月 県一般秋季大会
11月 県都市対抗南部地区大会
1月 県都市対抗大会
3,4月 県ベテラン春季（年齢別）大会
【担当役員派遣 上尾市体育行事】

聖火リレーコース警備員 （役員4名：ｎｎｎ，ｎｎｎ，ｎｎｎ，ｎｎｎ ） 
第63回上尾市民体育祭　 （役員1名：ｎｎｎ）
第34回上尾シティハーフマラソン　（役員2名[65歳以下]：ｎｎｎ，ｎｎｎ ） 

8/17

8/31

3/1 3/30

2/11 2/18

2/27 3/4

3/21 3/26

4/10 4/16

9/4 9/10

10/10 10/15

11/21

21,26(d) 第95回大会

3/5(g,d),
3/6(f)

6/12,19

3

2
県大会推薦選手

選考会

7/8

　第45回ミックス大会

10/nn

1/19

10/16,17(c),
10/23(d),
11/6(d)

第94回大会 7/25

10

9

10

2/15

1/7 2/1

31 日 11/3

　第25回新進大会 9/28

2/4 3/9

　　総　 会

第93回大会

上尾市テニス協会　

丸 1/26 2/16 2/28

担当理事

2021/3/7

3/5

1/17 2/2 2/13 2/19杉江 上尾セントラル

＊全ての大会の案内はＨＰに掲載し申込もメールとします。

＊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。

　（ただし、年齢別シングルス大会は申込数が８未満の場合は若いクラスと統合）

行   事  名 協力クラブ予備日

県大会推薦選手
選考会

第38回
クラブ対抗

第15回年齢別
シングルス大会

月 日
曜
日

4

5

2

24,25(c)

27,28(b)

8,16

3/6(a),7

3



第二号議案； ２０２１年度 予算
上尾市テニス協会

前年度繰越金 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 セットボール他 事　務　費 220,000 優勝カップ整備

会　議　費 190,000 ＊２

選手派遣費 300,000 ＊３

保　険　料 30,000

強　化　費 100,000

予　備　費

計 2,470,000 計 2,813,000

＊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円/年

② ドロー作成手当、等 5,000円/回

県選考会、春季大会、クラブ対抗、年齢別シングルス大会、ミックス大会

秋季大会、シニア大会、新進大会、シニアミックス大会、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）

前半（８～15時)；3,000円/人、後半（15～19時)；2,000円/人

④ 市体協行事派遣役員手当 2,000円/日/人

⑤ 理事会手当(出席者交通手当として） 1,000円/回/人

第三号議案； その他

　１．大会の協力担当クラブ選出

　　大会の協力担当クラブの決定・・・・（別紙「２０２１年度行事予定及び担当」参照）

　＊空きコートの使用は協力担当クラブを優先します

収 入 の 部 支 出 の 部



（参考資料）

２０２０年度 行事予定及び担当

＊各大会とも申込数が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）

要項発
表予定

申込締
切予定

ドロー
会議

ＨＰ
掲載

主務 副
原則２
か月前

原則
火曜

原則
金曜

2 29 土 シングルス

1 日 ダブルス

21 土 男子複Ａ，Ｂ，女子複Ａ 大木 ＡＲＣＳ

22 日 男子複Ｃ，女子複Ｂ，Ｃ 田淵 メリテニ

5 日 女子１部，男子１部 春日 SEVEn colorS

18 土 女子２部 新 ＴＢＪ

19 日 男子２部 鍋倉 ＬＴＣ

2 土 男子オープン,35,45歳以上 ＲＩＳＥ

3 日
男子55,60,65歳以上
女子オープン,40,50,60歳以上

ｃｌｏｖｅｒ

24 日 31 大吉 佐藤 ＣＡＬＬ 3/24 4/21 5/3 5/8

9 27 日 男子単Ａ，Ｂ，女子単 須賀 坂井 ＡＣＴＡＳ

3 土 男子複Ａ，男子単Ｃ,単の残り試合 米山 田淵 一発屋

4 日 女子複Ａ，Ｂ，Ｃ 上條 鍋倉 ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ上尾

10 土 男子複Ｂ，Ｃ 大木 長沼 TEAM神宮

第18回
シニア大会

(中止)

男子1部:120～129歳,2部:130歳～
女子1部:110～119歳,2部:120歳～
(ﾍﾟｱ合計)
(男子:60歳以上,女子:50歳以上)

8 日 15
第10回シニア

　ミックス大会
(中止)

1部:110～119歳，2部:120歳～
(ﾍﾟｱ合計)
(男子:60歳以上,女子:50歳以上)

ﾃﾆｽﾗﾝﾄﾞ上尾

27
(#)

土 シングルス 寺元

28 日 ダブルス 赤井

20 土 男子複Ａ，Ｂ，女子複Ａ 大木 ＴＢＪ

21 日 男子複Ｃ，女子複Ｂ，Ｃ 上條 ＡＣＴＡＳ

＊日付のnn(*)はC7～C12コートを9時～13時までソフトテニス連盟が使用
＊日付のnn(&)はC7～C9コートを 9時～13時,C10～C12コートを9時～11時までソフトテニス連盟が使用
＊日付のnn(#)はC7～C12コートを12時～16時までソフトテニス連盟が使用
＊日付のnn(%)はC7～C12コートを 9時～17時までソフトテニス連盟が使用
＊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；8/17～8/22（A3,A4コート 9時～11時）(中止) コーチ(+役員4名)

【県大会】
3,4月 県ベテラン春季（年齢別）大会(途中中止)
5,6月 県一般春季大会(中止)

県夏季大会南部テニストーナメント；一部を上尾・上平公園で開催(中止)
（役員6名：ペアーズ，アーバン，ラブオール，ｎｎｎ，ｎｎｎ，ｎｎｎ)

9月 県ベテラン秋季（年齢別）大会
9,10月 県一般秋季大会
11/1,15 県都市対抗南部地区大会(不参加)
1/23,24 県都市対抗大会(出場権なし)
3,4月 県ベテラン春季（年齢別）大会
【担当役員派遣 上尾市体育行事】

聖火リレーコースの警備(中止)　（役員4名：寺元，須賀，輿石，星野)
第62回上尾市民体育祭(中止) （役員1名：ＤＮＳ）
第33回上尾シティハーフマラソン(中止)　　（役員4名：上尾マーベ会，上尾５６，あすなろ，ペリカン ）

　（ただし、年齢別シングルス大会は申込数が８未満の場合は若いクラスと統合）

＊全ての大会の案内はＨＰに掲載し申込もメールとします。

＊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。

月 日
曜
日

予備日 行   事  名 協力クラブ
担当理事

2/15 2/22

3
　　総会　(中止)

28,29
第91回大会

(中止)

丸
(上條)
米山Ｄ

1/21 2/18 3/1 3/9

3/7,8(*)
県大会推薦選手

選考会
寺元 杉江 上尾セントラル

第37回
クラブ対抗

(中止)
須賀 2/5

1/16 2/5

9/11

3/10 3/22 3/27

5
9,17

第14回年齢別
シングルス大会

(中止)

新
(星野)
米山Ｄ

坂井
3/2
3/18

3/31
4/2

4/12 4/17

　第44回ミックス大会(中止)

4
25,29,
5/16(&)

9/5

9/29 10/10

10

11

1 日 7(*)

10/11,17,
18(*),25(*)

第92回大会
(中止)

7/27 8/18

1/8 2/2 2/13 2/19

佐藤 平野

大石ＴＣ

9/1

2 3/6(#),7
県大会推薦選手

選考会
杉江 上尾セントラル

上尾市テニス協会　

10/11
11/15

2/16 2/28 3/5

6/13,20

7/9

3 27,28(%) 第93回大会 丸 1/20

10/16　第24回新進大会(中止)


