
第８１回理事会議事録 

 

日 時 平成２９年１１月 ９日（木）１３時３０分～１６時３０分 

会 場 千葉県総合スポーツ科学センター第三研修室 

出席者 会長 中村義久 理事長 石塚明寛 

    理事 相葉 毅、鈴木一志、井上義和、花田政明、手嶋雅人、土屋善二 

       浜村 洵、山本 信、竹内 実、斉藤諏恵一、太田範夫、大羽秀史、 

中川正克、坂井哲男、高内恭子、山田亮子、柳沢ふじ子、北村ふぢの、 

                                 以上２０名 

   ＜欠席＞渡辺良文、東谷 操 

                 以上 ２名 

 

「中村会長挨拶」 

今年最後の大会「第３９回日本シニアテニス千葉県大会」が１１月１７日に開催されますが、 

今回は５人／組で１５組の編成で組内の総当たり戦で理想的な試合展開が出来ると思います。 

        

＜議題＞   

１． 人事 

新理事就任 船橋支部 湶 美智子さん（会計） 

退任理事  千葉中央支部 斉藤 諏恵一さん（約２０年にわたり千葉県シニアテニス連盟

の発展に御尽力され、退任にあたり、テニスの親睦を更に深めての助言がありました。）  

＊理事会で満場一致で承認と感謝の拍手を！ 

   

２．「第３９回日本シニアテニス千葉大会」に付いて石塚理事長が説明（別紙） 

  ＊１１月 ２日（木）現在の申込状況！ 

        柏  松戸  船橋  千葉中央 木更津    総計 

   男性  １６  １６  １２   １５   １１    ７０ 

   女性  １３  １１  １６   ３１    ９    ８０ 

   合計  ２９  ２７  ２８   ４６   ２０   １５０ 

    

   男性 ＝ 各コート ５ペアー × ７面 （３５組 ７０名） 

   女性 ＝ 各コート ５ペアー × ８面 （４０組 ８０名） 

  ＊予算関係に付いて相葉会計員長が説明（別紙） 

   収入 ３千円×７５組 約 ２２５千円 

   支出 賞品代等含み  約 ２２４千円 

  ＊賞品関係に付いて手嶋競技員長が説明（別紙） 

   今回の賞品準備方針（男子２名 女子３名の理事で！） 

a. テニス、スポーツ用品主体の考えに囚われず、対象品範囲を拡大 



b. 調達担当者も一人ではなく、複数の人で順位毎に担当しバラエティを求める 

c.  女性のアイデアを反映させる 

  

  ＊大会事前準備に付いて石塚理事長が説明（別紙） 

   雨天時の集合場所 宿泊研修所 ２階 女性 ３階 男性 

 

  ＊大会当日のスケジュールと役割分担に付いて石塚理事長が説明（別紙） 

   ０８：００ 役員集合 

   ０８：３０ 受付開始 コート入口階段下向かって左側 

         （注）受付完了後の待機場所は緑地帯で！歩道には待機しない 

   ０８：４０ リーダー説明 手嶋競技員長 

   ０９：００ 開門 役員はコート準備等を行なう 本部準備も 

   ０９：１５ 開会式 Ａ－４・５コート 

         会長挨拶・ベストシニア賞表彰、記念撮影・競技員長の注意事項 

   ０９：３０ 試合開始 Ａ－１を除く１５面使用 

   １４：００ 表彰式準備～表彰式～記念撮影 

   １５：３０ 後片付け開始 

   １６：３０ 解散 

 

３．２０１８年の年間行事日程・理事会開催日程に付いて石塚理事長が説明（別紙） 

   第４１回日本シニアテニス千葉県大会   ６月 ５日（火） 

   第４２回      々        １１月１４日（水） 

   第４３回      々      翌年 ３月１５日（金） 

 

   第８３回千葉県シニアテニス連盟理事会  ５月２９日（火） 

   第８４回      々         ９月 ６日（木） 

   第８５回      々        １１月 ７日（水） 

   第８６回      々      翌年 ３月 ８日（金） 

   全て２０１８年 ２月頃に正式決定の予定！ 

 

 ４．第１８回東金オープンに付いて石塚理事長が説明（別紙） 

   １）競技に付いて 一日目 ３試合 二日目 ３試合 はＯＫ 

   ２）ドタキャンは対応に困るので本部役員増を検討する 

   ３）競技に付いて二日目のミックスを男・女別Ｗを検討する 

   ４）本部席は場所的にはＯＫ 荷物運搬等は裏から車両を検討する 

   ５）パーティーでのビール配布、バイキングの取り方に付いて関係者との 

     確認の徹底が 

   ６）宿泊は夫婦部屋・女性は２～３名に 



   ７）２日間の昼食弁当はＯＫ 

   ８）２日間大会に参加され宿泊無し、パーティー参加無しの方には参加費の 

     説明を詳しく！パック運用等の違いを！ 

 

５．会員動向について相葉会計局長が説明（別紙参照） 

    ９月３０日現在の在籍 

    柏     男子 ７４名  女子 ５０名  計 １２４名 

    松戸    男子 ９７名  女子１０６名  計 ２０３名 

    船橋    男子 ５１名  女子 ４７名  計  ９８名 

    千葉中央  男子 ７１名  女子 ９８名  計 １６９名 

    木更津   男子 ２４名  女子 ２５名  計  ４９名 

    合計    男子３１７名  女子３２６名  計 ６４３名 

    ＊新会員が独自に本部申請する場合の決まり確認に付いて！ 

    本部（大阪）に独自で申し込む場合は従来通りで、ただし支部会費等の相談は 

    絶対に行わない事！ 

    県本部に申し込む場合は、ＣＳＴＡホームページに規定の用紙を利用して県の 

    事務局に御願い致します。 

 

  ６．平成２９年度「千葉県クラブ対抗トーナメント」に付いて石塚理事長が説明 

   （別紙参照）  

    主 催：千葉県テニス協会 

    期 日：平成３０年 １／１６ １／１７  

    クラス：男子 Ａ Ｂ Ｃ 男子シニアクラス（Ｗのみ） 

        女子 Ａ Ｂ 女子シニアクラス（Ｗのみ） 

    選 手：１チーム１０名以内 

    参加費：１チーム ７，２００円 

 

  ７．その他 

    １）支部報告 

     柏   第６回シニアテニス柏支部大会開催 

         日時 平成２９年１０月２６日（木） 

         参加 選手・役員 ８５名の参加（会員１２４名） 

            ペア変動制混合ダブルス（年齢・ポイント制を考慮） 

            参加費 １，０００円／人 

            賞 品 １～３位全て靴下 

         ＊平成３０年１月１８日柏新春大会１４０名募集中！ 

          オープン参加 ２，０００円／人 

          柏市長・教育員長が来賓され挨拶の予定  



 

      松戸   第２３回支部大会開催 

  日時 平成２９年１０月１８日（水） 

  人員 男性 ５２名 女性 ５２名 合計１０４名 

  待機役員５名のお蔭でキャンセル３名出ましたが無事対応 

  新規参加者 ９名（男子３名・女子６名）の自己紹介を！ 

         （賞品 新米３Ｋｇ・２Ｋｇ・１Ｋｇ 大会日に合わせて精米） 

 

      船橋   第８回船橋支部・千葉中央支部合同大会開催 

日時 平成２９年１０月１０日（火） 

         参加 両支部とも４２名の計８４名 

            壮年組（男女１０名ずつ）と盛年組（男性１２名ずつ、 

            女性１０名ずつ）に組分けしての対抗戦 

         結果 壮年組 船橋１８勝１２敗 盛年組 船橋２１勝１３敗 

 

    千葉中央   第８回千葉中央支部・船橋支部合同大会開催 

         日時 平成２９年１０月１０日（火） 

         参加 両支部とも４２名の計８４名 

            壮年組（男女１０名ずつ）と盛年組（男性１２名ずつ、 

            女性１０名ずつ）に組分けしての対抗戦 

            同性ダブルス２回、混合１回を基本にゲームを 

          

     木更津   第４１回かずさグランドシニアテニス大会開催 

         日時 平成２９年１０月１２日（木） 

         人員 ９２名 男子Ｗ２２組 女子Ｗ１３組 混合１１組 

            お楽しみ会で女性＋年齢１０合計年齢で８組に分け組毎  

            のリーグ戦 

            参加賞及び全員に賞品を！ 

          

２）次回 第８２回理事会 ３月１５日（木） 第３研修室 

                                

以上 

                          （文責 坂井） 


