
 

 

第９９回理事会議事録 

日時   ２０２２年６月２３日（木曜日）１３時３０分～１６時３０分 

会場   千葉県総合スポーツセンター・第３研修室 

出席者  会長兼理事長  石塚明寛 

     理事      大羽秀史、相葉 毅、手嶋雅人、中村義久、坂井哲夫 

             鈴木一志、東谷 操、太田範夫、北村ふぢの、山田亮子、 

             湶 美智子、柳澤ふじ子、井上義和、竹内 実 

                                 以上１５名 

＜欠席＞   土屋善二                      

（石塚会長より） 

  今日の理事会は、主に７月１日の第５３回千葉県大会、９月５～６日開催予定の 

 野田オープンについての議題になります。 

 よろしくお願い致します。 

   

＜議 題＞ 

１ 第５３回シニアテニス千葉県大会（７月１日）について 

     （定員 男女各８０名  計１６０名）                   

①  申し込み状況                  （説明：大羽事務局長） 

   男性６０名  女性４６名  計１０６名   （６/２２現在） 

 ＊ベストシニア賞 

     男性 金久悦規様（８５歳） 

     女性 早田チエ様（８０歳） 

②  組分け案、リーダー案、コート          （説明：手嶋競技委員長）  

      男性      リーダー    女性      リーダー 

       １組―１０人（檜貝太郎）    ７組― ９人（牧園幸子） 

       ２組―１０人（松村利勝）    ８組― ９人（黒川恵子） 

       ３組―１０人（久保益男）    ９組―１０人（根立浩美） 

       ４組―１０人（角野優史）   １０組― ９人（山根稔子） 

       ５組―１０人（濱本太郎）   １１組― ９人（小林順子） 

       ６組―１０人（花田政明） 

＊コートについては A―４ A―５はコート不良のため不使用とする。 

③  予算案、賞品案                （説明：相葉会計委員長） 

・予算について 

 収入   ￥２１２，０００（参加費￥２.０００×１０６） 

支出   ￥１８１，４７０（ベストシニア賞、賞品代、ボール代、コート代等） 

差引残高 ￥３０，５３０（経常費に繰り入れ） 

 

  ・賞品について                 （説明：手嶋競技委員長） 

     第５３回大会の賞品は商品券とする。 



 

 

   男 女 人数 単価 合計 

優勝 ６ ５ １１ ２，５００ ２７，５００ 

２位 ６ ５ １１ ２，０００ ２２，０００ 

３位 ６ ５ １１ １，５００ １６，５００ 

４位 ６ ５ １１ １，０００ １１，０００ 

５位 ６ ５ １１ ５００ ５，５００ 

敢闘賞 ３０ ２１ ５１ ５００ ２５，５００ 

合計 ６０ ４６ １０６  １０８，０００ 

一人平均 ￥１，０００ 

    ＊ベストシニア賞 男女各 ￥３，０００ 

  

④  事前準備、当日持参品              （説明：大羽事務局長） 

    第５３回大会の事前準備、当日持参品および各係の役割等について説明。 

   ＊試合で使用するボールについては、従来と違って初回だけ缶ボールを開けて、 

    ２回目からは籠に入っているボールを選んで使用する。 

 ⑤ 当日スケジュールと担当 

 ８：００  役員集合 

 ８：３０  受付開始 

 ８：４０  リーダー会議 

 ９：００  開門 コート準備 本部準備 

 ９：１５  開会式  （密にならないように気をつけてラジオ体操） 

 ９：３０  試合開始 

      ＊当日の気温によっては男性１組、女性７組はリーダーの判断で 

       １：１のスコアから試合を始めて貰う。 

      ＊試合中以外は、マスク着用 

１４：００  表彰式準備  表彰式 

１５：００  後片付け開始・解散 

 

２ 第２３回千葉県オープン in野田（９月５～６日）について （説明：大羽事務局長） 

       （定員 男女各６４名  計１２８名） 

  ① 申し込み状況 

       男性２２名   女性１９名   計４１名  （６/２３現在） 

  ② 野田オープンの募集方法について、次の意見が出た。 

    ・CSTAホームページに大きく案内を出して、野田オープンを宣伝する。 

    ・過去の第１７回～第２０回大会までの県外の参加者に、個別に案内を出す。 

    ・北関東地区の各会長に案内を出す。 

    ・第５３回千葉県大会（７月１日）の受付時に、ドローと一緒に野田オープンの

案内を配る。 

      ＊野田オープンのカラー版ちらしを東谷理事に作成をお願いする。 

③ 宿泊無し参加希望者について 



 

 

    ・開催地が柏・松戸地区に近いことにより宿泊無しでの参加希望の声がある。 

また、全体の申込みがまだ少ないこともあり、宿泊無し参加を認めることにし

た。 ただし、宿泊者を優先とする。 

 

３ 競技委員より 

   第５４回～第５８回千葉県大会の会場について    （説明：手嶋競技委員長） 

  ＊２０２２年９月から２０２４年３月まで千葉県総合運動場テニスコート（天台）が 

   改修工事で使用不可となるため、第５４回～第５８回大会の代替地の選定が必要。 

    ・柏市    県立柏の葉庭球場 

    ・野田市   ロイヤル SCテニスクラブ 

    ・佐倉市   総武グリーンテニスクラブ 

    ・木更津市  木更津潮浜公園テニスコート 

    ・富津市   富津市ふれあい公園テニスコート 

    ・白井市   松原テニスコート 

                   以上の候補地を検討 

 

４ 会計委員より 

   各支部別の財務状況について説明 

 

５ 事務局より 

① 千葉・静岡交流会 報告               （説明：石塚会長） 

    ６月１４～１５日の２日間、エクシブ山中湖（山梨県）において、 

    シニア静岡県・シニア千葉県交流会が開催された。残念ながら２日間共雨天と 

    なり、テニスでの交流はできず、懇親会での交流に止まった。 

② ２０２３年 CSTA会報（案） 

    ２０２１年から会報を発行して２年が経ち、大体ページのパターンも決まり、 

    ２０２３年会報では、６ページに野田オープン開催報告、７ページに第５３回、

５４回千葉県大会の報告を載せる予定 

③「テニスは健康なスポーツ」について  （坂井理事からの情報） 

（最も長生きする種目はテニス？ ２０２２年２月１２日付 朝日新聞より） 

・テニスをする人が最も平均寿命が長い、９.７年。 

・テニス仲間と会話し、社会的なつながりを持つことが肉体的、精神的に良い 

 効果をもたらす可能性がある。 

・ダブルスは体への負担がそれほど大きくなく高齢者でも参加できる。 

・テニスをする人は運動習慣のない人に比べて、筋肉の質が高く筋量も多い。 

④ 会員の動き                （説明：大羽事務局長） 

  新入会員２８名  退会➡復会４名  休会➡復会１名 

  会員数５５５名（２０２２、５/３１現在） 

＊全国の新入会員数 

 1位―福岡県８１名 ２位―栃木県４１名 ３位―鹿児島県３８名 



 

 

 ４位―静岡県３２名 ５位―千葉県２８名 

 

６ その他 

   ① 支部報告 

    ＊柏支部 

         ４/７  第１５回柏支部大会         開催 

        １１/１０ 第１６回柏支部大会         開催予定 

         １/１２ 第２２回新春シニアテニス柏大会   開催予定 

                              （予備日：１/１９） 

         昨年、月１度位で例会を開催していたが、今年に入りコート取得が 

         難しくなり、月１度の例会は断念 

 ＊松戸支部 

         ７/１３ 第３４回松戸支部大会        開催予定 

              （第９回白子お楽しみ大会の代替）募集中 ９０名 

              現在７５名の応募（男性４０名 女性３５名）〆切６/２１ 

              参加費￥１，５００ 

              体験２回目の人も参加受付 

 ＊船橋支部 

         ５/２３ 例会  ５１人参加         開催 

         ６/２７ 例会  ５５人参加予定       開催予定 

              参加者が増えてきたので６月からコート数を７面準備 

         ６/７  千葉中央・船橋合同大会       開催 

             （千葉３９名 船橋３７名）千葉から１人応援 

＊千葉中央支部 

         ４/１９ 第１６回千葉中央支部オープン大会  開催 

              千葉４６名 船橋１１名 木更津７名 柏１名 

お試し４名 計６９名参加 

              お試し４人の中から２名が入会された。 

         ６/７  千葉中央・船橋合同大会       開催 

              盛年組 壮年組に分けて開催 

＊木更津支部 

         ６/２  第５０回かずさテニス大会      開催 

              男性１８組 女性１０組参加 ５面使用 

 ②その他 

    ＊次回理事会 

      第１００回理事会 ２０２２年８月３０日（火曜日） 

      千葉県総合スポーツセンター・第３研修室 

                            （文責：北村） 

              


