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会員の皆さまへ 千葉県シニアテニス連盟
会⻑ 石塚 明寛

三寒四温の候、皆さまにおかれましては、ご健勝にお過ごしのことと存じます。
モデルチェンジした2021年会報をお届けいたします。
いかがでしょうか、これからも見やすく親しまれる会報作りを目指してまいります。

昨年はコロナの影響により連盟主催の大会はすべて中止、各支部主催の大会も一部を除きほとんど
が中止となりました。今年度もオープン大会を除き例年通りの大会を計画しておりますがコロナの勢いはまだまだ収まる様子
はなく、3月3日に予定していました第49回千葉県シニアテニス大会は残念ではありますが中止にいたしました。
テニスは身体接触がなく、広々とした開放的なコートで距離を保ちながら安全に楽しめるスポーツですが、100名以上の参加
者が集まるとどうしても密が避けられず、1日の大会となると飲食の場もあり感染防止の徹底が困難と判断いたしました。
会員同士のテニスの場として小規模・短時間・近距離のミニ大会なら開催可能かと思われます。今後のコロナの状況にもより
ますが、県全体での大会の開催が困難な場合は小・短・近な大会を各支部で行えるようにしたいと考えております。

多くの方が入会することと多くの会員が大会に参加することが連盟活動の活発化の大きな要素ですが、コロナの影響で参加
する行事がなく昨年の新入会員は28名で例年のほぼ半数にとどまりました。 入会動機のほとんどは会員の誘いによるもです。
そこで、今年から「新入会員紹介謝礼制度」を設けました。お知り合いなどをご紹介いただいて仲間を増やしましょう。会員
の紹介で今年もすでに５名の方が新たな仲間になっています。(1月31日現在)

恒例となっていました東金オープンは一昨年の台風、昨年のコロナ禍に続き今年は会場の都合で開催できず３年連続の中止
となります。楽しみにされている皆さまには大変申し訳ございませんが、来年には装いも新たに、皆さまに楽しんでいただけ
るオープン大会の開催を企画してまいります。

コロナの状況が一日でも早く終息へ向かいますことと、皆さまのご健康をお祈り申し上げます



2020年度（令和2年度）　会計報告

〇2020年度決算について
繰越金を除く実質で￥61,922の黒字会計となりました

〇2021年度予算について
・今年度より、分かりやすく正確な運営を目指して事業別予算としました
・新規事業として「新入会員紹介謝礼制度」を設けて予算を計上しました



2021年度（令和3年度）　事業予算
<2021年度予算＞ 単位：円 ＜2020年度実績＞

区分 内訳 金額 内訳 金額 前年差
会員年会費 640⼈×\1,500+10⼈×￥1,000 970,000 本県￥644,500+本部￥31,5500 960,000 10,000
大会繰入れ 大会繰入れ 2回×\30,000 60,000 第46回県大会から 7,415 52,585
ボール売却 ボール売却 43,000 54,900 -11,900
利息 利息 10 11 -1
雑収入 雑収入 2,000 8,240 -6,240
年会費預かり分 0 162⼈×￥1,500 243,000 -243,000
ダブリ入金預かり分 ダブリ入金預かり分 0 11,500 -11,500

小計 1,075,010 小計 1,285,066 -210,056
繰越金 2020年から 繰越金 1,078,259 2019年から 1,016,337 61,922

20年度本部年会費未納分 315,500 19年度本部年会費未納分 314,000 1,500
合計 2,468,769 合計 2,615,403 -146,634

区分 内訳 金額 内訳 金額 前年差
01-本部年会費 631⼈×￥500 315,500 628⼈×￥500 314,000 1,500
02-支部助成金 639⼈×￥300 191,700 640⼈×￥300 193,800 -2,100
03-ＣＴＡ登録費 千葉県テニス協会へ 50,000 千葉県テニス協会へ 50,000 0

会員連絡費 28,000 会員連絡費 ハガキ、切手 23,930 4,070
幹事役員連絡費 40,000 幹事役員連絡費 30,000 10,000

小計 68,000 小計 53,930 14,070
維持管理費 6,600 維持管理費 6,600 0
担当費 12,000 担当費 12,000 0

小計 18,600 小計 18,600 0
会議室費 5,500 会議費 5,170 330
交通費 65,000 交通費 77,340 -12,340
雑費 15,000 雑費 12,832 2,168
資料印刷等事務用品費 3,000 事務用品費 2,388 612
役員日当 16⼈×￥4,000 64,000 64,000

小計 152,500 小計 97,730 54,770
会議室費 4,500 会議費 4,616 -116
交通費 29,000 交通費 32,300 -3,300
雑費 6,000 雑費 18,182 -12,182

小計 39,500 小計 55,098 -15,598
会議室費 3,000 会議費 2,450 550
交通費 6,000 交通費 5,500 500
雑費 3,000 雑費 3,115 -115
印刷費 A4，12P,カラー,700部 19,000 事務用品費 15,984 3,016
発送費 600部×￥120 72,000 通信費 55,460 16,540
担当費 2,000 2,000

小計 105,000 小計 82,509 22,491
事務用品費 10,000 事務用品費 10,527 -527
通信費その他 2,000 その他 1,350 650
封筒 角2×2,000部(3年分) 20,000 （監査送付、振込手数料） 20,000

小計 32,000 小計 11,877 20,123
10-紹介者謝礼 50⼈×￥500 25,000 0 25,000
11-大会皆勤賞 0 0 0
12-大会補助金 0 20,000 -20,000
13-ボール購入 0 40,500 -40,500
14-予備費 謝礼、交際費等 60,000 謝礼、交際費等 29,100 30,900

合計 997,800 合計 967,144 30,656

未 15-本部年会費 21年度未納分640⼈×￥500 320,000 20年度未納分631⼈×￥500 315,500 4,500
払 16-年会費預かり分 162⼈×￥1500 243,000 -243,000
金 17-年会費ダブリ ダブリ入金預かり分 11,500 -11,500

差引残高 1,150,969 差引残高 1,078,259 72,710繰越金
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04-通信費

05-ＩＴ関連費

06-理事会開催

07-準備会等打合せ

08-会報発行

09-事務用品その他



2021年度　行事予定 2021年2月22日現在

千葉県シニアテニス連盟

月 日 曜 行事 会場 受付

3 木 第49回日本シニアテニス千葉県大会(中止) 千葉県総合スポーツセンター 千葉県シニアテニス連盟

9 火

10 水

8 木 第13回柏支部大会(予備日=15日) 市営柏の葉テニスコート 柏支部

13 火

14 水

14 水 第30回松戸支部シニア大会(記念大会) 松戸市栗ヶ沢公園 松戸支部

第18回千葉県シニアベテランダブルス大会

(兼　第33回ねんりんピック千葉県予選大会)

18～ 火～

21 金

26 水 第29回北関東地区オープンテニス大会 水戸市総合運動公園 茨城県シニアテニス連盟

3 木 第48回かずさグランドシニアテニス大会 木更津市潮浜公園 木更津支部

30 水

7/1 木

14 水 第31回松戸支部シニア大会 松戸市栗ヶ沢公園 松戸支部

21 水 第50回日本シニアテニス千葉県大会 千葉県総合スポーツセンター 千葉県シニアテニス連盟

7 火 第14回千葉中央支部オープンテニス大会 千葉県総合スポーツセンター 千葉中央支部

15 水

16 木

7 木 第49回かずさグランドシニアテニス大会 木更津市潮浜公園 木更津支部

13 水 第32回松戸支部シニア大会 松戸市栗ヶ沢公園 松戸支部

13 水

14 木

19 火 第51回日本シニアテニス千葉県大会 千葉県総合スポーツセンター 千葉県シニアテニス連盟

26 火

27 水

4 木 第14回柏支部大会(予備日=11日) 市営柏の葉テニスコート 柏支部

17 水 第15回千葉・埼玉親善交流大会 大宮第二公園テニスコート 千葉県シニアテニス連盟

12 3 金 第15回千葉中央支部オープンテニス大会 千葉県総合スポーツセンター 千葉中央支部

2022 1/13 木 第21回新春シニアテニス柏大会(予備日=20日) 柏市富勢運動場 柏支部

年 3/1 火 第52回日本シニアテニス千葉県大会 千葉県総合スポーツセンター 千葉県シニアテニス連盟

※船橋支部は毎月、第4月曜日に支部例会を開催。

※千葉県シニアテニス連盟事務局　〒271-0064 松戸市上本郷4136-2　 大羽秀史　　Ｅメール＝ csta.2nd@gmail.com

「コロナによる障害への対処策」 （JSTAホームページより抜粋）

コロナウイルスの影響は、日本シニアテニス連盟の活動の全てであるテニスのイベントを中止しなければ
ならなかったことが最大の障害です。
連盟設立の目的である、会員相互の親睦とテニスを通じての会員の健康維持増進の活動は停滞しております。
感染予防に配慮しながらできるだけ多くのテニスイベントを開催することが必須です。
テニスイベントが開催できなかったことにより沈滞してしまった日本シニアテニス連盟の活力を取り戻すために、
コートの確保など難しいことはあるでしょうが、できるだけ多くのテニスイベントの開催をお願いします。
 〇 テニスができなかった時期があったことを考慮し、勝負にこだわらず楽しいテニスから段階時に始める。
 〇 大規模のイベントではなく近くの人たちが声を掛け合ってテニスを楽しむイベントを数多く開催する。

3
第12回水戸オープンテニス大会(中止) 水戸総合運動公園 茨城県シニアテニス連盟

4

第24回那須野が原オープン
シニアテニス大会(中止)

那須塩原市くろいそ運動場 栃木県シニアテニス連盟

未定 （未定） 千葉県テニス協会

9
第16回夫婦＆ミックスオープンin那須

那須塩原市くろいそ
運動場テニスコート

栃木県シニアテニス連盟

5
第40回日本シニアテニス全国大会 鹿児島市東開庭球場 日本シニアテニス連盟

6
日本シニアテニス連盟団体戦ｉｎ青森 新青森総合運動公園 日本シニアテニス連盟

7

11

10
第5回日本シニアテニス秋季全国大会 新潟市庭球場 日本シニアテニス連盟

第24回伊香保オープンシニアテニス大会
ＡＬＳＯＫぐんま総合
スポーツセンター

群馬県シニアテニス連盟　



2020年千葉県シニアテニス連盟　大会実績

大会名 月日 会場 種目 実施状況

2021年千葉県シニアテニス連盟　大会予定

大会名 月日 会場 種目 実施状況

2020年千葉県シニアテニス連盟　支部大会実績

支部 月日 大会名 実施状況 参加者数

1月16日 第19回新春シニアテニス柏大会 実施 128

4月9日 第11回シニアテニス柏支部大会 中止 0

11月5日 第12回シニアテニス柏支部大会 中止 0

11月5日 親睦・交流会 第12回支部大会は中止にしたが 33

11月12日 親睦・交流会 小規模・短時間の親睦会を開催 33 194

4月15日 第28回松戸支部シニア大会 中止 0

7月8日 第8回松戸支部白子お楽しみ大会(7月8日・9日) 中止 0

10月14日 第29回松戸支部シニア大会 実施 96 96

1月27日 支部例会 実施 38

2月17日 支部例会 実施 44

3月23日 支部例会 中止 0

4月27日  支部例会やまびこTCと交流会 中止 0

5月25日 支部例会 中止 0

6月22日 支部例会 雨天中止 0

7月2日 第11回千葉中央・船橋支部合同大会 中止 0

7月20日 支部例会 実施 50

8月24日 支部例会 実施 44

9月28日 支部例会 実施 51

10月26日 支部例会 実施 55

11月30日 支部例会 実施 45

12月14日 支部例会 実施 43 370

4月28日 第12回千葉中央支部オープンテニス大会 中止 0

7月2日 第11回千葉中央・船橋支部合同テニス大会 中止 0

12月4日 第13回千葉中央支部オープンテニス大会 中止 0

6月4日 第46回かずさグランドシニアテニス大会 中止 0

10月1日 第47回かずさグランドシニアテニス大会 中止 0

660

木更津支部

千葉県総合
スポーツセンター

水戸総合運動公園
（茨城県主催）

千葉県総合
スポーツセンター

エストーレ
テニスクラブ

千葉県総合
スポーツセンター

大宮第二公園

千葉県総合
スポーツセンター

水戸総合運動公園

千葉県総合
スポーツセンター

柏支部

松戸支部

船橋支部

千葉中央支部

第15回千葉・埼玉交流戦
11月17日
（水）

 ペア固定男女別ダブルス大宮第二公園

第51回千葉県大会
10月19日
（火）

 ペア固定男女別ダブルス
千葉県総合

スポーツセンター

第50回千葉県大会
7月21日
（水）

 ペア変動制男女別ダブルス

第29回北関東大会
5月26日
（水）

 ペア変動制男女別ダブルス

第49回千葉県大会
3月3日
（水）

ペア変動制ミックスダブルス 中止

第14回千葉・埼玉交流戦
11月18日
（水）

 ペア固定男女別ダブルス 中止

第48回千葉県大会
11月8日
（金）

 ペア固定男女別ダブルス 中止

第47回千葉県大会
6月25日
（木）

 ペア変動制男女別ダブルス 中止

 第21回東金オープン
9月10日
　11日

団体戦
ペア変動制男女別ダブルス

中止

第46回千葉県大会
3月4日
（水）

ペア変動制ミックスダブルス 中止

第28回北関東大会
5月29日
（金）

 ペア変動制男女別ダブルス 中止



2021年千葉県シニアテニス連盟　支部大会予定

支部 月日 大会名 競技種目

1月14日 親睦・交流会　※実施済 33名参加  ペア変動制男女別ダブルス

1月21日 親睦・交流会　※実施済 37名参加 ペア変動制ミックスダブルス

4月8日 第13回シニアテニス柏支部大会  ペア変動制男女別ダブルス

11月4日 第14回シニアテニス柏支部大会  ペア固定男女別ダブルス

1月13日 第21回新春シニアテニス柏大会 　※2022年 ペア変動制ミックスダブルス

4月14日 第30回松戸支部シニア大会（記念大会）  ペア変動制男女別ダブルス

7月14日 第31回松戸支部シニア大会 ペア変動制ミックスダブルス

10月13日 第32回松戸支部シニア大会 団体戦(4組)

1月25日 支部例会　（グラスポ6面4時間確保） ※コロナ感染拡大の折、中止

2月22日 支部例会　（グラスポ5面4時間確保）

3月22日 支部例会

4月26日 支部例会

5月24日 支部例会

6月28日 支部例会

7月26日 支部例会

8月23日 支部例会

9月27日 支部例会

10月25日 支部例会

11月22日 支部例会

12月20日 忘年大会

9月7日 第14回千葉中央支部オープンテニス大会  ペア変動制男女別ダブルス

12月3日 第15回千葉中央支部オープンテニス大会  ペア変動制男女別ダブルス

6月3日 第48回かずさグランドシニアテニス大会  ペア固定男女別ダブルス

10月7日 第49回かずさグランドシニアテニス大会  ペア変動制男女別ダブルス

くじ引きで組分けし、
ペア変動制男女別ダブルス＆
ペア変動制ミックスダブルス。
試合進行は「乱数表」で行う。

木更津支部

柏支部

松戸支部

船橋支部

千葉中央支部

過去の大会から


