
        第８０回理事会議事録 

 

日 時 平成２９年 ９月 ７日（木）１３時３０分～１０時００分 

会 場 千葉県総合スポーツ科学センター第三研修室 

出席者  会長 中村義久 

    理事長 石塚明寛 

理事 相葉 毅、鈴木一志、井上義和、花田政明、手嶋雅人 

        浜村 洵、山本 信、竹内 実、斉藤諏恵一、太田範夫、大羽秀史 

坂井哲男、高内恭子、山田亮子、柳沢ふじ子、北村ふぢの、東谷 操 

                                 以上１９名 

    ＜欠席＞渡辺良文、土屋善二、中川正克 

                 以上 ３名 

 

《中村会長》第８０回理事会、よろしくお願いします。議題は「第 18 回東金オープン

大会」の準備、確認が中心ですが、今回の理事会から、従来、大会ごとに、別会場で

開いていました「ドロー検討会」を、理事会の議題にいれることにします。活発の意

見をお願いします。 

  

＜議題＞   

１．「第１８回千葉県シニアオープンテニス in 東金」大会に付いて石塚理事長が９月 

  ６日現在の参加申し込状況・大会内容に付いて説明！（資料参照） 

 ＊開催日 平成２９年 ９月１４日（木）・１５日（金） 

 ＊参加人員 男性 ６４名 女性 ６２名 合計 １２６名 

  茨 城 男性８ 女性１ 栃 木 男性５ 女性０ 埼 玉 男性２ 女性３ 

  岡 山 男性０ 女性１ 東 京 男性１ 女性１ 神奈川 男性１ 女性４ 

  愛 知 男性２ 女性０ 岩 手 男性１ 女性０ 山 形 男性０ 女性１ 

  三 重 男性０ 女性２ 

  「県外計」 男性２０ 女性１３  ３３名 

  千葉県支部別 

   柏  男性９ 女性４ 松 戸 男性１２ 女性１１  

  船 橋 男性８ 女性１２ 千葉中央 男性７ 女性１７ 

  木更津 男性８ 女性５ 

  「千葉計」 男性４４ 女性４９  ９３名 

  「合 計」 男性６４ 女性６２ １２６名 

  ＊宿泊無し  ８名（男子５ 女子３） 

  ＊１日目 「団体戦」 男子１５名×４組  ６０名（待機４名） 



             女子１５名×４組  ６０名（待機２名） 

             １組３０名×４組 １２０名（待機６名） 

 

  ＊１日目  「団体戦」 ４組 赤組 青組 黄組 緑組  

          各組 男子 １５名 女子 １５名 計３０名   

          一人／３試合 男性の場合 男Ｗ２試合 ミックス１試合 

                 女性の場合 女Ｗ２試合 ミックス１試合  

  ＊２日目  「個人戦」 １０組に別れてのミックス戦 

          各組 男子  ４名 女子  ４名  ８名／組 

         １５組 男子 ６０名 女子 ６０名１２０名 

          一人／３試合 

  大会スケジュール関係 

  ＊１日目 

   ０８：３０ 役員集合 

   ０９：００ 受付開始 ０９：４０ 団体戦リーダー会議 

   １０：２０ 集合・開会式（センターコート） 

   １０：４０ 団体戦試合開始（試合時間は目安です） 

   １０：４０～１２：２５ １回戦 

        （１１時頃、昼食・お茶配布 １階のティーラウンジ「アミ」使用可） 

   １２：２５～１４：１０ ２回戦 

   １４：２０～１５：５５ ３回戦 試合終了後、空きコートは使用可能 

         １５：００～部屋入室可能  

   １８：３０～２１：００ 懇親パーティー（会場 シャルローズ） 

   ２１：００～２３：００ カラオケ、麻雀 

  ＊２日目 

   ０７：００～０７：４０ 朝食（男性）(ベルコリン) 

   ０７：５０～０８：３０ 朝食（女性）(ベルコリン) 

   ０８：００～      コート準備・本部準備（男性役員） 

   ０８：４０～０８：５５ 個人戦リーダー会議 

   ０９：００～      個人戦開始＊ 

        （１１時頃、中食・お茶配布 リーダー引き取りを！） 

        （空容器・ペットボトルは分別して回収・・・ゴミ袋準備） 

   １２：００～試合終了、組毎の表彰式…本部前、表彰式終了組毎に写真撮影 

   １４：００頃、東金駅行きバス出発予定 

   １６：３０迄、空きコート使用可能 

  ＊団体戦・個人戦の賞品関係を手嶋競技員長が説明（別紙参照） 



   （抽選会の景品を含んで 約２２万２千円の予算の予定） 

２．第１８回千葉県シニアテニスオープンテニス in 東金のドロー会議 

  石塚理事長、山本理事、手嶋競技委員長が説明（別紙参照） 

 ＊団体戦の組分け 県外で同じ県同士の対戦をしないよう。 

          各組のリーダー選出 男子１名 女子１名 

 ＊個人戦の組分け 県外で同じ県同士の対戦をしないよう。 

          各組のリーダー選出 １名 

３．第３９回千葉県大会に付いて石塚理事長が説明（別紙参照） 

 １）開催日時 平成２９年１１月１７日（金） 受付開始 ０８：３０ 

                       試合開始 ０９：００ 

  「雨天でも会場に集合して下さい。雨天時の集合場所は宿泊研修所大ホール」 

 ２）会  場 千葉県総合スポーツセンターコート（砂入人工芝コート１６面） 

 ３）募集人員 ８０組（男女各４０組） ＊定員迄、先着順 

 ４）競技種目 男女別ペア固定ダブルス。 ４試合／組を予定しています。 

 ５．試合方法 ６ゲーム先取、ノーアド、セルフジャッジ方式 

        練習は、サービス６本(各試合ごと) 

        順位は、１．勝敗 ２．ゲーム取得率 ３．年齢の順とする。 

 ６．参加資格 千葉県シニアテニス連盟会員および入会手続き中の方。 

 ７．参加申込 ペアでの申込となります。 

        Ｅメール又は往復はがきで大会名「第３９回大会」、お二人の会員番   

        号、氏名を記載して事務局にお申込みください。 

        「ＣＳＴＡ事務局」 eメール：csta.2nd@gmail.com 

        〒２７７－０８３５柏市松ヶ崎 1050-1-114 石塚明寛 宛 

 ８．参加費用 １，５００円／人（３，０００円／組） 

        参加費は、連盟からの参加確定メール又は、はがき到着後に振込んで 

        下さい。 

        ＊郵便振替口座振込先 口座番号 ００１７０－９－２４９９１ 

         加入者名 千葉県シニアテニス連盟 

        （ドロー編成後のキャンセルについては、参加費を返却いたしません） 

 ９．申込締切 平成２９年１０月３１日（火） 

４．会員動向について相葉会計委員長が説明（別紙参照） 

  ８月３０日現在の在籍 

  柏支    男子 ７４名  女子 ４９名  計 １２３名 

  松戸    男子 ９６名  女子１０６名  計 ２０２名 

  船橋    男子 ４９名  女子 ４７名  計  ９６名 

  千葉中央  男子 ７０名  女子 ９７名  計 １６７名 



  木更津   男子 ２４名  女子 ２５名  計  ４９名 

  合計    男子３１３名  女子３２４名  計６３７名 

        （年会費は全員納入済みです！） 

 ５．その他 

   １）支部報告 

     柏   第６回シニアテニス柏支部大会開催 

         日時 平成２９年１０月２６日（木）８時１５分受付開始 

         予備日 １１月 ２日（木） 

         募集人員 男女各４０名 合計８０名 先着順 

(参加は他支部からも可能) 

 

    松戸   第２３回支部大会開催 

  日時 平成２９年１０月１８日（水） 

  募集人員 男女各５０名 合計１００名 

       (参加は支部限定) 

  参加費用 ２，０００円／人） 

         （賞品 新米３Ｋｇ・２Ｋｇ・１Ｋｇ 大会日に合わせて精米） 

 

    船橋   第８回船橋支部・千葉中央支部合同大会開催 

日時 平成２９年１０月１０日（火）予備日なし 

         募集人員 計８０名（両支部 男女２０名ずつ） 

              (参加は両支部限定)  

         参加費用 ２，０００円／人（昼食弁当付き、賞品全員に！） 

 

  千葉中央   第８回千葉中央支部・船橋支部合同大会開催 

         日時 平成２９年１０月１０日（火）予備日なし 

         募集人員 計８０名（両支部 男女２０名ずつ） 

              (参加は両支部限定) 

         参加費用 ２，０００円／人（昼食弁当付き、賞品全員に！） 

          

   木更津   第４１回かずさグランドシニアテニス大会開催 

         日時 平成２９年１０月１２日（木）予備日 １９日（木） 

         募集人員 ４０組（先着順） 

              男Ｗ 女Ｗ ミックス ペアー申込 

              (参加は他支部からも歓迎)  

         締め切り ９月２８日（木） 



         参加費用 県会員 １，３００円／人 非会員 １，５００円／人 

              参加者全員に賞品！ 

２）次回 第８１回理事会１１月 ９日（木） 第３研修室 

   「中村会長より！ 今回の大会に参加し、編成上どうしても待機の人が出 

    て大会運営に従事される時には２，０００円／人／日を支給する。」 

                                                  

                         （以上文責 坂井） 


