
 

第１０２回理事会議事録 

日時   ２０２２年１２月１７日（土曜日）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、坂井哲男、北村ふぢの 

             湶 美智子、柳澤ふじ子、井上義和、竹内 実 

                                 以上１０名 

                                  

＜欠席＞  東谷 操、太田範夫 山田亮子、土屋善二、                        

以上 ４名 

（石塚会長より） 

  前会長の中村義久様が１１月２１日夕刻に自宅で倒れられ、１１月２４日にご逝去さ

れました。永年に亘り CSTAの理事、事務局長、理事長、会長として CSTAの発展と運

営のために貢献されました。1分間の黙禱をしてご冥福をお祈りしたいと思います。 

 

＜議 題＞ 

１ 人事について                    （説明：石塚会長） 

① 中村会計監事（前会長）の後任人事 

・会計監事は小山森三さん（松戸支部）に打診をし、選任された。 

・スポーツ保険は、大羽事務局長が担当 

② 新理事候補 

・石塚会長の推薦により次の方が選任され、１２月１７日付で新理事に承認 

  田辺美智子（柏支部） 

  飯野はる子（柏支部） 

③ 永年 CSTA理事としてご尽力された鈴木一志理事（船橋支部）が１０月７日付で退任 

④ 所属の変更 

・北村理事が会計担当から事務局へ異動 

・田辺新理事と飯野新理事は競技委員 

 

２ ２０２２年大会実績および２０２３年大会計画      （説明：石塚会長） 

① ２０２２年千葉県シニアテニス連盟 大会実績 

・第５２回千葉県大会 ３/１  千葉県総合スポーツセンター   中止 

・第３０回北関東大会 ５/２４ 水戸総合運動公園（茨城県主催） 千葉県参加５名 

・第５３回千葉県大会 ７/１  千葉県総合スポーツセンター   参加者 ９９名 



・第２２回千葉県オープン大会  野田ロイヤル SCテニスクラブ １日目 ７２名 

           ９/５～６                ２日目 ７２名 

・第５４回千葉県大会 １０/１７ 松原テニスクラブ印西         ６４名 

・第１５回千葉・埼玉親善交流大会 さいたま市大宮第二公園       ２８名 

           １１/１６                （男女各７組） 

         ＊参加者計 男性＝１９５名 女性＝１４０名 合計＝３３５名 

 

② ２０２３年全体行事予定  ＊２月発行の CSTA会報に記載 

・これまで北関東地区オープンシニアテニス大会としてきた名称を、２０２３年から 

 北関東地区親睦シニアテニス大会に変更 

・通常３月に開催をしていた日本シニアテニス千葉県大会は２０２３年は２月２７日

に開催決定、会場 = 松原テニスクラブ印西。 

     ⇒ 1月初旬に大会案内を発信する(大羽)。 

③ ２０２２年千葉県シニアテニス連盟 支部大会実績 

（柏支部） 

  ・第２１回新春シニアテニス柏大会    １/１３      参加者 １１４名 

  ・第１５回シニアテニス柏支部大会    ４/７            ６９名 

  ・第１６回シニアテニス柏支部大会    １１/１０          ６０名 

                              参加者合計 ２４３名 

（松戸支部） 

  ・第３３回松戸支部シニアテニス大会   ４/１３           ８４名                   

  ・第３４回松戸支部シニアテニス大会   ７/２０           ６７名 

  ・第３５回松戸支部シニアテニス大会  １０/１２           ８４名 

                              参加者合計 ２３５名 

（船橋支部） 

  ・毎月第４月曜日に支部例会開催  （１２月は第３月曜日忘年テニス） 

  ・第１３回千葉中央支部・船橋支部合同大会 ６/７    船橋支部参加者３７名 

                              参加者合計 ６０２名 

（千葉中央支部） 

  ・第１６回千葉中央支部オープン大会   ４/１９           ６８名 

  ・第１３回千葉中央支部・船橋支部合同大会 ６/７  千葉中央支部参加者３９名         

  ・第２回千葉中央支部・CVTT交流大会  １２/６           ６９名 

                              参加者合計 ２１３名 

（木更津支部） 

  ・第５０回かずさグランドシニアテニス大会 ６/２           ５６名 

  ・第５１回かずさグランドシニアテニス大会 １０/６          ４５名 



                              参加者合計 １０１名 

                       ２０２２年の参加者合計 １３９３名 

④ ２０２３年千葉県シニアテニス連盟 支部大会計画 

（柏支部） 

  ・第２２回新春シニアテニス柏大会      １/１２ 

  ・第１７回シニアテニス柏支部大会      ４/５  （予備日４/１２） 

・第１８回シニアテニス柏支部大会     １１/９  （予備日１１/１６） 

・第２３回新春シニアテニス柏大会 ＊２０２４/１/１１ 

 

 （松戸支部） 

   ・第３６回松戸支部シニアテニス大会     ４/１２ （予備日４/１９） 

   ・第３７回松戸支部シニアテニス大会     ７/１２ （予備日７/１９） 

   ・第３８回松戸支部シニアテニス大会    １０/１１ （予備日１０/１８） 

 

 （船橋支部） 

   ・毎月第４月曜日に支部例会 （１２月は第３月曜日忘年テニス） 

   ・第１４回千葉中央支部・船橋支部合同大会   ６/７ 

 

 （千葉中央支部） 

   ・第３回千葉中央支部・CVTT交流大会     ３/７ 

   ・第１４回千葉中央支部・船橋支部合同大会   ６月     未定 

   ・第４回千葉中央支部・CVTT交流大会     １１月末    未定 

   ・第５回千葉中央支部・CVTT交流大会      ３月初   未定 

 

 （木更津支部） 

   ・第５２回かずさグランドシニアテニス大会   ６/１ 

   ・第５３回かずさグランドシニアテニス大会  １０/５ 

 

⑤ 第５５回シニアテニス千葉県大会開催要項（案）    （説明：大羽事務局長） 

・開催日時  ２０２３年２月２７日（月）  予備日なし 

       ＊雨天等の中止の場合、当日朝６時までにメール或いは電話にて連絡 

       中止の場合、会場への集合はなし 

・会場    松原テニスクラブ印西 

       ＊千葉県印西市草深４６ TEL０４７６ー４８－６３３３（ナビ用） 

               （注）ナビ用の番号なので直接の電話は控えること 

・募集人員  最大１４０名（男女各７０名） 



・競技種目  ペア変動制 ミックスダブルス ３～４試合／人 

・参加費   ２，０００円／人  参加費は、当日の受付時に徴収 

       ＊２月１７日以降のキャンセルの場合は、参加費を徴収 

       ＊２０２３年の年会費（１，５００円）の納入も別途受付をする。 

        年会費は、振り込みが基本であるが、春の大会で納入希望の方が 

        おられるので大会当日、別途受付をする。 

・申し込み締切 ２月１２日 

          ＊皆様に一層テニスを楽しんでいただくため、２０２０年新企画 

           として皆勤賞を設けたが、コロナの影響で実施できなかった。 

           ２０２３年の大会では、再度皆勤賞を設ける。 

            ２０２３年開催予定の第５５～５７回のすべての千葉県大会に 

            参加された方が対象 

 

３ 決算と予算  

① ２０２２年決算について              （説明：相葉会計委員長） 

収入の部：２，２９６，６０５円 

     支出の部：１，１３２，４２７円 

   繰越金 ；１，１６４，１７８円 

 

② ２０２３年予算について 

  収入の部：２，５０１，６８８円 (年会費等：１，０６６，０１０円) 

                                    (繰越金 ：１，１６４，１７８円) 

                                    (その他 ：  ２７１，５００円) 

  支出の部：２，５０１，６８８円 (支出総計：１，１７１，６２０円) 

                                    (未払金 ：  ３０３，５００円) 

                                    (繰越金 ：１，０２６，５６８円) 

 

 ＊CSTA大会で使用する拡声器（マイク２本付）を購入 ￥１３，０００ 

  非接触用の体温計２個を購入（３，０００×２）   ￥ ６，０００ 

 

③ 大会用ボール(4個入り)の比較              (説明：石塚会長） 

・ヨネックス（ツアープラチナム）    ￥８１４    １個当たり￥２０３ 

・ダンロップ（フォート）      ￥１０７４        ￥２６８ 

＊ヨネックスのボールは、何回か使用すると摩耗が酷いため、セットボールとして 

 売りにくい。ダンロップフォートはヨネックスより価格は高いけど摩耗が少ない等 

 品質を考慮して、２０２３年大会からヨネックスからダンロップに変更する。 



 

４ ２０２３年 CSTA会報について            （説明：石塚会長） 

① ２０２３年 CSTA・ページ割案 

・２０２３年 CSTA会報では決算と予算を掲載せず別刷とする。これにより空いてし

まう２ページ分の活用については要検討 

② ページ活用案 

・２０２２年 CSTA大会の記録 

・最も長生きな種目はテニス？（２０２２／２／１２付 朝日新聞記事） 

・２０２２年新入会員インタビュー （２名候補者あり） 

・テニス豆知識、テニスにまつわるエピソード等々 

今後、検討し CSTA会報に追加する。１月中に印刷をして２月前半には発送する。 

 

５ 事務局より 会員の動き               （説明：大羽事務局長） 

① ２０２２年会員の増減 

・在籍会員  ２０２１年度末       ５９３名    

       ２０２２年１１月３０日現在 ５４４名(４９名減) 

・休会員   ２０２１年度末        ２７名 

          ２０２２年１１月３０日現在  ３９名(１２名増) 

② 新入会員一覧表 

・新入会員数 ３３名（２０２２年１１月３０日現在） 

 

③ 全国新入会員数 

・1位 福岡県（１０１名） ２位 鹿児島県（５３名） ３位 栃木県（４６名） 

 ４位 静岡県（４２名）  ５位 千葉県（３３名） 

 

６ その他 

① 支部報告 

＊柏支部 

   ・１/１２  第２２回新春大会の準備中 富勢コート１２面 １０８名応募 

                        賞品  茨木産コシヒカリ 

・来年度の支部大会と新春大会のコート申請（１２月末）をする予定 

・松戸支部・柏支部の親睦大会を計画中 会場：松原テニスクラブ印西 

   ＊松戸支部 

      ・ 来年も白子お楽しみ会は恐らく開催できないので、２０２３年も支部大会 

        を３回開催 



            ・会計の佐藤千恵子さんに代わり平田真理子さん太田春美さんの２名に新役

員をお願いする。 

   ＊船橋支部 

      ・１１/２８ 月例会            ４６名参加 

・１２/１９ 忘年テニス大会（紅白戦）   ４８名参加予定 

       賞品： シクラメン（大小） 

   ＊千葉中央支部 

      ・１２/６ 千葉中央支部と CVTTとの交流戦開催 会場：青葉の森 ７面 

               賞品：商品券 １位￥１０００ ２・３位￥５００  

                      ４位以下敢闘賞  

      ・３/７  千葉中央支部と CVTTとの交流大会       開催予定 

   ＊木更津支部 

      ・現在会員数が３８名と少ないので、試合に参加してもらえそう人を募集中 

 

② 次回理事会 

・日時：２０２３年２月１９日（日曜日） 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 

                        （文責：北村） 

   


