
 

 

第１００回理事会議事録 

日時   ２０２２年８月３０日（火曜日）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 

             東谷 操、北村ふぢの、湶 美智子、柳澤ふじ子、 

             井上義和、竹内 実 

                                 以上１２名 

＜欠席＞  鈴木一志、太田範夫、山田亮子、土屋善二                        

以上 ４名 

（石塚会長より） 

  第１００回理事会を開催したいと思います。 

今回は、来週に迫ってきた野田オープンの準備、確認がメインとなりますが、4年振りの

千葉県オープン大会、新たな会場での開催というゼロからのスタート、更にコロナ禍と

いうマイナス要因もありますが、これから野田オープンが定着して、参加者も増えてい

くように努力していきたいと思います。よろしくお願い致します。 

   

＜議 題＞ 

１ 第２３回千葉県オープンシニアテニス大会㏌野田について （説明：大羽事務局長） 

① 参加者データ 集計（８/２１現在） 

・合計参加者  ７６名、  宿泊者数５４名 

・男性 ４４名（県外１６名） 

   宿泊者数３３名  懇親会参加者数３３名 

・女性 ３２名（県外 ６名） 

   宿泊者数２１名  懇親会参加者数２２名（宿泊無１名） 

＊野田オープンは、宿泊＋２日間プレイが参加条件であるが、コロナ等の理由で 

 参加者が少なかったので、宿泊無の２日間プレイ、更に宿泊無１日のみプレイ 

 を許可することとなった。 

 

 1日目プレイ 2日目プレイ 

 1日目のみ 2日間 合計 2日目のみ 2日間 合計 

男性 0 40 40 3 40 43 

女性 3 29 32 0 28 28 

合計 3 69 72 3 68 71 

 



 

 

 

＊参加パターンによる会費等は次のとおり 

・宿泊+２日間プレイ     １８，０００円 

・宿泊無２日間プレイ      ７，０００円（２日間の賞品、お弁当、景品） 

・宿泊無２日間プレイ＋懇親会 １２，０００円（２日間の賞品、お弁当＋懇親会） 

・宿泊無１日のみプレイ     ３，０００円（１日のみ賞品） 

 

  ＊その他 

・本部常駐 （手嶋理事 中村理事）２日間 

・待機要員 （石塚会長 北村理事）初日のみ 

 

② 団体戦、個人戦 組み分けの確認、 リーダーの決定  （説明：手嶋競技委員長） 

ア、団体戦（１日目） コート６面使用 

    各組（男性１０名、女性８名）×４組 

 ・リーダー 

    赤組  川辺孝仁  飯野はる子   

    青組  小山森三  加藤扶左子 

    黄組  石川 透  湶 美智子 

    緑組  堀川道夫  山田 亮子 

イ、個人戦（２日目） コート１０面使用 

    男性  １，２，３，４組＝８人  ３試合／人  使用コート１面 

        ５組＝１１人       ４試合／人    〃  ２面 

       女性   ６，７組＝８人      ３試合／人    〃  １面 

           ８組＝１２人       ３試合／人    〃  ２面 

    ・リーダー 

       １組―井上義和 ２組―坂井哲男 ３組―松村利勝 ４組―山本 信 

       ５組―濱本太郎 

       ６組―佐藤純子 ７組―佐久間純子 ８組―深尾悦子 

 

③ 団体戦・個人戦 賞品              （説明：手嶋競技委員長） 

 ・総計：７３，０５２円（予算：７５，６００円） 

 ・女性役員で購入手配。 

・初日のみプレイの人の賞品は同支部の人に預ける。 

 対象者：林直子、金子治子、大嶋みさえ、白崎教江、角野優史 

    ・宿泊無で２日間プレイの人には、２日目の受付時または試合の合間に渡す。 

 



 

 

 

 ④ 抽選会 景品 

    ・抽選会の景品についてと抽選会の方法についての説明があった。 

    ・景品を渡す時には密にならないように、ゆっくり進行する。 

    ・宿泊無で２日間プレイの人には、２日目の受付時に渡す。 

 

⑤ 予算（案）                  （説明：相葉会計委員長） 

ア 収入の部：１，１３２，０００ 

    ・大会参加費  １，１０２，０００ 

    ・大会補助金     ３０，０００ 

 

   イ 支出の部：１，１１５，３３９ 

    ・ロイヤル SC支払い   ２８５，５７０ 

    ・ホテル支払い      ５９９，１７０ 

    ・賞品代等大会運営費   ２３０，５９９ 

 

     剰余金：１６，６６１ 

 

⑥ 野田オープン２日間スケジュール            （説明：石塚会長） 

ア ９/５（月）１日目 

８：００ 役員集合       役員１３名  本部設営 

９：００ 受付開始       コート準備（2～7番コート） 

９：４０ 団体戦リーダー会議  本部席前 

     １０：２０ 開会式        大会会長挨拶 競技説明 記念撮影 

     １０：４０～１５：５５      団体戦競技 

    ＊１１：３０～昼食配布      （リーダー引き取り） 

    ＊１６：００まで空きコート使用可能 

     １８：３０～２０：３０      懇親会 夕食 

 

イ ９/６（火）２日目 

６：３０ 朝食開始 

８：００ ２日目受付     ８：３０位迄には受付を済ます。 

＊（宿泊無の人に団体戦の賞品、懇親会の景品を渡す） 

８：００ コート準備     （１～１０番コート） 

８：４０ 個人戦リーダー会議 本部席前 

９：００～個人戦競技 



 

 

    ＊１１：３０ 昼食配布        （リーダー引き取り） 

      １２：００ 表彰式          表彰式後、組毎に写真撮影 

    ＊１３：００まで空きコート使用可能 

  

⑦ 懇親会進行表（案） 準備・担当          （説明：石塚会長） 

 １７：４５ ・役員集合   抽選会、表彰式準備 

 １８：３０ ・懇親会開始  司会：坂井理事 

       ・大会会長挨拶 

       ・乾杯 （金久悦規様） 

       ・お客様紹介 

        ＊茨城県シニアテニス連盟会長 中野善郎様 

        ＊群馬県シニアテニス連盟会長 木場義文様 

       ・団体戦表彰  各組のリーダー２名に会長より賞品授与 

       ・抽選会    進行―手嶋理事  抽選担当―東谷理事 

               景品係―女性役員 

 ２０：２０ ・中締め   「竹内＆千葉シスターズ」による中締め 

 ２０：３０ ・閉会宣言 

 

 

⑧ 会場配置図                （説明：石塚会長） 

 ・大会本部は芝生広場 

 ・受付は本部横（テントを張る 竹内理事所有） 

 ・開会式は１、２番コートで行う。 

 ・開会式後の集合写真は２番コート内、ネットに CSTA横断幕を張り、その後ろに 

  全員集合 

 

⑨ 野田オープングッズ一覧 

 ・横断幕           １枚作成 （デザイン：相葉理事） 

 ・ウエルカムボード      ２枚作成 （デザイン：東谷理事） 

 ・うちわ         ３００本作成 （デザイン：東谷理事） 

 ・タオル（国産 泉州）  １２０枚作成 （デザイン：石塚会長） 

＊今後も使用する目的で作成する。 

 

 ⑩ 感染症対策について 

＜テニス会場＞ 

 ・受付時に検温を行い、受付簿にチェックする。 



 

 

 ・プレイ中以外のマスクの着用を促す。 

 ・消毒スプレーを会場内に配置して、こまめな手指の消毒を促す。 

＜ホテル＞ 

 ・懇親会場や食事会場でホテルの実施する感染症対策を遵守する。 

＜プログラム＞ 

 ・プラグラムに新型コロナウィルス感染防止対策についてのお願いを掲載する。 

 

２ 第５４回千葉県大会について         （説明：石塚会長） 

① ９月から天台が１年半位使用不可となったので、その代替地に千葉県大会を「松原

テニスクラブ印西」で開催することとした。月曜日の定休日を利用して１０/１７

（月）を予約し、第５４回千葉県大会を開催することとした。 

  ② 第１０１回理事会について 

    １０/８（土）１３：３０～１６：３０ 

   ＊第５４回日本シニアテニス千葉県大会の準備 

 

３ 事務局より  

会員の動きについては、説明割愛 

 

４ その他 

① 第１００回理事会を迎えて  ＣＳＴＡ主要年表（抜粋） 

・資料に沿って、第１００回までの経過を説明 

   

② 支部報告 

＊柏支部   １１/１０ 第１６回柏支部シニアテニス大会（予備日：１１/１７） 

    ＊松戸支部  １０/１２ 第３５回松戸支部シニアテニス大会 

（予備日：１０/１９） 

   ＊船橋支部        毎月第４月曜日に月例会を開催 

   ＊千葉中央支部１２/０６  第２回 CSTA千葉中央支部・CVTT 交流大会（青葉の森） 

   ＊木更津支部 １０/０６ 第５１回かずさグランドシニアテニス大会 

 

③ その他 

＊次回理事会 

  第１０１回理事会  ２０２２年１０月８日（土曜日） 

   千葉県総合スポーツセンター・第３研修室 

                             （文責：北村）  


