
千葉県千葉県千葉県千葉県シニアシニアシニアシニアテニス連盟テニス連盟テニス連盟テニス連盟    第第第第 83 回理事会議事録回理事会議事録回理事会議事録回理事会議事録 

 

日時  2018.6.21(木) 13:30 – 16:30 

会場  千葉県総合スポーツ科学センター第３研修室 

出席者 会長  中村義久 

    理事長 石塚明寛、 会計委員長 相葉 毅、 競技委員長 手嶋 雅人 

    理事 髙内恭子、 坂井哲男、 鈴木一志、 大羽秀史、 太田範夫、 北村ふぢの 

        山田亮子、 湶美智子、 栁澤ふじ子、 浜村 洵、 竹内 実、 東谷 操 

山本 信                          以上 17 名 

     欠席 土屋善二、 井上義和、 花田政明              以上 3 名 

 

「石塚理事長」 

  ・今回の理事会より、議事録作成担当が大羽理事に代わります。 

   今まで 2 年間に渡り担当された坂井理事、お疲れ様でした。 

 

<議題> 

1. 人事 

退任  高見澤 祐吉 顧問 

     ※千葉県テニス協会名誉会長 

      平成 30 年 4 月 3 日 逝去されました。 

退任  中川 正克 理事 (千葉中央支部、競技担当) 

      平成 28 年 2 月 26 日～平成 30 年 4 月 17 日 

 

2. 「第 41 回日本シニアテニス千葉大会」(説明: 石塚理事長) 

 応募状況 

応募人数: 男女各 80 名 計 160 名        6/19 現在 

支部 男性 女性 合計 

1 柏 9 4 13 

2 松戸 16 11 27 

3 船橋 10 13 23 

4 千葉中央 21 34 55 

5 木更津 14 9 23 

合計 70 71 141 

      *その後、女性 2 名のキャンセルあり 

      *その後、役員にて勧誘し、男性 1 名及び女性 3 名の参加を得た。 

     6/21 現在最終、男性 71 名、女性 72 名 計 143 名 

     (待機役員: 男性 1 名(山本)、女性 1 名(栁澤)) 

 



 大会予算案 (説明: 相葉会計員長) 

収入: 210,000 円 (@1,500 円 x 140 人) 

    支出: 204,410 円 

    残高:   5,590 円 

 

 賞品 (説明: 手嶋競技委員長) 

*4 案提示され、第 4 案採用にて決定 

(案 1): 従来通り順位毎に単価に差をつける 

(案 2): 優勝～5 位 ほぼ同じ単価とする(順位別にする) 男女同一賞品 

(案 3): 男女各 75 名の時 (各 8 組)     ・・・優勝～5 位: 約,1,000 円、以下約 500 円 

(案 4): 男 71 名、女 69 名の時 (各 7 組)  ・・・    同上 

    予算: 125,000 円、推定支出: 107,200 円 

       *賞品選定に女性役員にお願いした。 

    (優勝: 一口カステラ等、2 位: いぶし銀おかき等、等々) 

    *大会時に参加者からいろいろな意見をもらってください。 

 

 事前準備、当日持参品 

6/21 当日の進行・担当者の確認等々 

6/22 傷害保険手配、名札作成 

6/25 プログラム印刷、袋詰め等の事前準備 

当日持参するもの: 横断幕、スコアボード等々 

 

 当日スケジュール、役割分担 

8:00 役員集合 

8:30 受付開始 

8:40 リーダ会議 

9:00 開門及び準備開始 

9:15 開会式 

9:30 試合開始 

14:00 表彰式準備 

15:30 後片付け開始 

16:30 解散 

※大会申請書提出(担当: 鈴木)に関して 

 今まで、「看護師 1 名待機」と記入していたが、今回からは「看護師待機: 0 名、役員にて対応」

と記載することとする。 

ただし、トレーニングセンターに対応可能者が常駐されているものと思われるので、当日声掛け

をしておく。 

 



 組分け検討会、リーダの決定 

*組分けに関し、各役員からの意見を聴取 

 最終調整については、競技委員長に一任 

*リーダ 

1 組: 広瀬氏、2 組: 福住氏、3 組: 小田口氏、4 組: 多賀氏、5 組: 藤本氏、6 組: 貝瀬氏 

7 組: 中澤氏、8 組: 戸田氏、9 組: 高橋氏、10 組: 渡辺氏、11 組: 黒川氏、12 組: 笠松氏 

13 組: 木下氏、14 組: 川西氏 

  ※雨の場合も、賞品配布のため全員来場を前提とする(第 1 研修室事前予約)。 

 

3. 「第 19 回千葉県オープンシニアテニス大会 in 東金」 

 アンケート用紙 

A: 従前の通り(一日目: 団体戦、二日目: 個人戦) 

B: 男女別、ミックス試合を変更等々 

その他のご意見、希望 

 

 アンケート結果 

最終的に、「一日目: 団体戦 ミックス 3試合、二日目: 男女別 3試合」に決定 

 

 第 19 回東金 OP開催要項 

日程: 2018.9.13(木)～9.14(金) 

会場: 「エストーレホテルアンドテニスクラブ」in 東金 

募集人員: 160 名 男女各 80 名先着順 

申込み締切: 8/10 

※既に応募開始しているので、声掛けをお願いします。 

 

4. テニスルールの改定について 

 2018 年テニスルールブックの主要変更点(抜粋) 

「セルフジャッジの方法」 

 改訂点 従来 

「アウト・インの判定」 “ボールとラインの間に空間が見えな

ければ、インと判定する事”と追記 

判定はボールの着地後速やかにはっき

りわかる声と、ハンドシグナルで行う。 

ボールがラインにタッチしたら

イン、空間が見えたらアウトと

規定。 

「コール出来る権利者」 ネット、スルー、タッチ、ノットアッ

プ、ファウルショット 

⇒両プレーヤ(チーム)がコール出来る 

サービスレットはレシーバがコ

ールとのみ規定(今回この項目を

削除)(ITF に合わせた) 

「レットコール」 外からの妨害は両プレーヤ(チーム)か

らコールできる。 

明確な規定なし 



「コールの訂正」  誤ったコールを直ちに訂正した時: 

一回目はポイントレット(故意でない

妨害とみなし、やり直し) 

但し、明らかなウィニングショット、

またはエースだった場合はミスジャッ

ジした側の失点。 

二回目以降は故意とみなされ、失点す

る。 

アウト又はフォルトをインに訂

正した時 

⇒そのプレーヤの失点 

(ITF ルールに合わせた) 

 

5. 千葉・静岡交流戦について 

日時: 2018.7.24(火)～7.25(水) 

会場: 山梨県センタークラブハウス 

募集人員: 12～13 名 

親善交流試合: 7/24: 13 時～17 時、7/25: 9 時～13 時 

交流戦検討会: 7/24 の夕食後に検討会 

参加費: 15,000 円 

*千葉県からの参加者: 男性 8 名、女性 5 名 計 13 名 

*会員募集の親善交流試合について、千葉県としては、「難しい」と基本的に提示をするが、参加の 

女性理事の意見も尊重しながら話し合う。 

 

6. 会員動向 (新入会、休会、退会)   2018.6.19 現在 

新入会: 30 名、転籍入会: 1 名、休会からの復会: 3 名、休会員の退会: 12 名、休会: 19 名 

在籍会員の退会: 28 名 

 

7. その他 

1) 支部報告 

①  柏支部 

・4/19 第 7 回支部大会実施 81 名の参加 男女別ペア変動制ダブルス 

・10/26 第 8 回支部大会の予定 

・第 18 回新春大会(2019.1.18)の予定 

 

② 松戸支部 

・第 6 回白子お楽しみ大会の準備中 

日時: 2018.7.4(水)～7.5(木) 

場所: 白子「カアナパリホテル」 

参加費: 14,000 円(バス送迎付き) 

  応募人員: 男女各 25 名 計 50 名 

申込み状況: 男性 24 名、女性 24 名 計 48 名 



 

③ 船橋支部 

・6/11 やまびこクラブ交流会・・・雨により中止 

 

④ 千葉中央支部 

・4/17 第 8 回支部大会実施 

・次回 10 月船橋支部との交流会を予定 

・11/30 第 9 回支部大会(オープン)予定 於: 天台 

 

⑤ 木更津支部 

・6/7 第 42 回かずさグランドシニア大会実施 

  男性 28 組、女性 22 組  計 100 名 

    ・10/4 第 43 回支部大会開催予定 個人申込み 

 

2) 次回第 84 回理事会 2018.9.6(木) 13:30～  於: 第３研修室 

※8/3 暑気払い開催予定 

 

                               (以上 文責・大羽) 


