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２０２１年１月３１日（日） 

（総会は開催せず、書類審査に切替） 

 

 



１．開会の辞 

 

２．会長挨拶 

 

２０２１年度 草加市テニス協会総会にあたり 

 

草加市テニス協会 会長 宇田川 剛 

 

平素は、草加市テニス協会の活動にご協力頂き有難うございます。 

 今年度の総会は、新型コロナ感染拡大の状況下、公共室内施設の使用禁止が発令されたこと

により、当協会史上初めて、総会の開催を中止することと致しました。 

総会での決議内容、情報伝達等はＨＰへの掲載とさせて頂きますので、ご不便とは思いますが皆

様にはご理解頂きたいと思います。 

 

 振り返って見ると、2020 年 2 月 2 日の５０周年事業、２月のクラブ対抗戦実施後は、夏までの

間、大会・テニス教室等の事業が中止となり、その後再開したものの感染防止対策を取りながら

の実施となりました。本当に大変な１年でしたが、今にして思えば５０周年記念式典を開催できた

だけでも運が良かったと思います。 

 

 本年度もまだまだ状況は不透明ですが、できる範囲で状況に対応しながら企画・活動して行きた

いと思いますので皆さんのご協力をよろしくお願い致します。 

ここ数年、当協会の登録者、大会参加者数の減少、高齢化が益々進んでいます。 

新しい役員が加わり、色々改革しながら企画・運営していく所存ですので、皆さんからのご提案等

ありましたら是非声掛け頂ければ嬉しく思います。 

 また従来のジュニア、シニア、一般のテニス教室についても、テニスの普及により、市民の健康

維持・増進への一助になればと考えております。 

 

本年もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．議事 

（１）２０２０年度 事業報告 

①２０２０年度運営にあたって 

理事長交代に伴い、協会の運営上、登録団体、会員の皆様に、ご迷惑をお掛けしたことを

始めにお詫び申し上げます。 

その中でも、COVID-19 下の難しい状況ながら、新たなことを少しずつ取り入れることが

出来たものと思われます。 

 

②COVID-１９の感染拡大防止対策として、３月の春季選考会より開催中止を決断 

会員への感染拡大防止のため、早目早目に大会、教室の中止を決定しました。 

 

③９月の初級者・ベテラン大会より感染防止策を施して大会を再開 

緊急事態宣言解除後、選手が密にならないような対応を講じて、大会を開催。選手の皆様

のご理解、ご協力もあり円滑に取り行うことが出来ました。 

しかし、残念ながら参加者数は COVID-19 による影響もあり、減少傾向は変わりませんでし

た。 

 

④大会開催にあたっての変更点（２０２１年以降も継続の予定） 

・ドロー会議の簡素化 

ドロー数が減少して作業負担が軽減 

自動ドロー作成システムの導入 

加盟団体の負担軽減のため、役員のみによる体制に切り替え 

・大会当日の責任団体、当番の廃止と役員のみによる運営 

担当団体の負担軽減 

大会方式の変更（ブロック、ラウンドロビンで選手自らが進行を担当） 

・賞品の金券（クオカード）化 

・試合結果の速やかなホームページへの掲載 

 

⑤大会結果及び普及活動 

資料１参照 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）２０２０年度 決算報告 

①協会会計 

資料２参照 

・体育協会、市からの補助金が COVID-19 のため、交付されませんでした。 

・大会中止、参加者数の減少により、収入の部の参加料、支出の部の報賞費、コート代、 

当番の日当（１）が大きく減少しました。 

・同じく、テニス教室も上期は中止となったため、収入の部の受講料、支出の部のコーチの

日当（２）も大きく減少しました。 

・理事会、ドロー会議が行えなかったことから会議費が大きく減少しています。 

・役員への年間手当を削減したことにより渉外費が減少しています。 

・５０周年記念事業として１５０，０００円を特別会計に繰り入れました。 

・大会中止等はあったものの、COVID-19 防止対策による通常経費減により、結果として次

年度繰越金が増加しました。 

・５０周年記念事業は予算の７８％で行うことが出来ました。 

ご寄付を頂いた、登録団体、個人の皆様、ありがとうございました。 

 

②放課後テニスクラブ会計 

資料３参照 

・COVID-19 のため教室が休講となったことで、収入、支出とも減少しました。 

・収支の赤字体質は変わらず、寄付金によって黒字になっている状況です。 

 

③ジュニアテニス教室会計 

資料４参照 

・COVID-19 のため教室が休講となったことで、収入、支出とも減少しました。 

・現在、密を避けるため、そうか公園、吉町とも２時間のレッスン時間を前後半に分けて行

っているので当面は積極的な募集は行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）２０２１年度役員（案） 

①改選 

酒井常務理事（継続）、並木常務理事（継続） 

②２０２１年度役員（案） 

 

 

（４）２０２１年度 事業予定 

①選手、役員の安全、安心を最大に配慮した大会運営 

・テニスは屋外スポーツだから安全という意見がありますが、絶対に安全と言えない限り 

は「感染しない・させない」を最優先に対応します 

・三密回避に配慮した試合方式への機動的な対応 

２月開催予定のクラブ対抗戦は、例年の大会方式・ルールとは異なる方式で開催予定 

です。 

・そうか公園の通用口からの入場 

・会場への選手入れ替え制、試合終了後の会場からの速やかな退場の要請 

・コート利用規定に基づくマスク着用ルールの徹底 

・大会本部の運営業務の軽減（選手との接触を極力回避）と,登録団体への当番依頼は 

引き続き行わない方針継続 

・選手以外の会場への入場の禁止（コロナウイルス感染終息まで） 

 

②２０２１年度に向けて会員が充実したテニスライフを満喫できるような協会運営の検討 

・各大会の試合方式、参加基準の見直し 

・登録団体の負担の軽減と活性化サポート 

・ドローについてはエントリー数の減少による作成工数減とシステム導入、COVID-19 対 

策等を勘案し、協会役員において作成します。 

公平性については「理事長の立場において担保」致しますのでご理解賜りますよう、お 

願い申し上げます。 

役職 氏名 所属団体 役職 氏名 所属団体

会⾧ 宇田川 剛 草加ﾛｰﾝ 常務理事 菅原 大輔 ﾒｶﾞﾛｽ

理事⾧ 酒井 祐輔 ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 常務理事 鈴木 俊介 草加ﾛｰﾝ

副理事⾧ 藤波 由美子 ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 常務理事 田川 緑 ｳﾞｧﾚﾝﾇ

常務理事 大野 美香 ﾙｰﾌﾞﾙ 常務理事 谷 亜矢子 ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ

常務理事 加藤 憲一 個人 常務理事 並木 克広 P&S

常務理事 川島 清史 草加ﾛｰﾝ 常務理事 平塚 幸二 SET

常務理事 佐藤 喜紀 DOC 常務理事 吉原 章哲 TB

常務理事 庄司 裕之 草加ﾛｰﾝ 常務理事 吉原 美保 TB

常務理事 末宗 陽一 日化産 会計監査 小林 幸恵

常務理事 須鴨 義夫 IBK 顧問 上羅 廣 ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾝｽﾞ



（５）２０２１年度 会計予算案 

資料２参照 

・大会に関わる項目については２０１９年並みに行うことを前提としています。 

・周年事業の残金を繰り入れ、積立金として従来と同額の 100 万円を支出 

・予算上の次年度繰越見込みが、135 万なので、いままでと比較しても妥当と思料します。 

 

（６）その他 

①登録、試合申込について 

・登録、試合申込は原則メールのみとします。 

・仮ドローはドローミーティング後、年間行事予定表に記載の通り発表する予定ですが、前

後することがございますので、ご了承下さい。 

・代表者、連絡者は、いずれかがメール(携帯で可)連絡可能な方をご選任下さい。 

・試合申込は、締切日 1 週前からとし、複数の大会、登録をまとめないようにして下さい。 

・申込のフォームは最新のものを使用願います。申込用紙は全種目を羅列しシートを分けな

いでください。 

・今年度の参加費の納入は、選手権大会、初級者・ベテラン大会、秋季ダブルス選手権、混合

ダブルス選手権、春・秋選考会全てにおいて、COVID-19 感染状況によっては開催が危ぶま

れるため、全ての大会終了後の一括振込と致します。また、追加登録費についても同様と致

します。ホームページに随時、状況についてはご案内いたしますのでよろしくお願いします。 

・メール送信の場合も団体名、氏名を必ず記入願います。 

（送信先） 

saitamasoukatennis@gmail.com 

 

②県大会推薦について 

・２０２０年度の COVID-19 の対応によって、これまでの県大会推薦のプロセスは半年ず 

れています。 

この春の県大会の推薦順位はシングルスにおいては既に決定しておりますが、ダブルスは

３月の春季選考会で春・秋の推薦順位を決定します。また、６月に行う秋季選考会はシング

ルスの推薦決定になりますのでお間違えのないようにお願いします。 

 

③年間ポイント制度は廃止致します。 

 

４．閉会の辞 

 

※ご意見、ご質問を何なりとお受け致しますので上記メールアドレスまでお送りください。 

頂いたものはホームページに掲載し、他の登録団体と共有致します。 

匿名でも可能ですのでその旨をお書きください。 

よろしくお願いします｡ 



 

資料１

一般向け大会

参加
者数

前年 比 優　勝 準優勝 ３　位 ３　位

第３５回クラブ対抗戦 そうか公園、吉町コート 0

4 4 0%  メガロス

一般女子Ｇ１ 4 4 0% ヴァレンヌ

一般混合G1 3 4 -25% ALWAYS

一般男子G2 12 12 0% TD FUT P&S

一般女子G2 4 5 -20%  TB

一般混合G2 4 6 -33% スパイ

45男子 13 12 8% ALWAYS DOC FRS

45女子 8 9 -11% T/J ヴァレンヌ ドナルド

45混合 4 4 0% 草加ローン

56 60 -7%

第５０回市民体育祭･選手権大会 4/5､12､5/10

一般男子G1 Ｓ 19 33 -42%

Ｄ 12 14 -14%

一般女子Ｇ１ Ｓ 9 13 -31%

Ｄ 17 27 -37%

一般男子G2 Ｓ 30 35 -14%

Ｄ 34 35 -3%

一般女子Ｇ2 Ｓ 18 24 -25%

Ｄ 22 28 -21%

４５男子 Ｓ 25 17 47%

Ｄ 20 23 -13%

４５女子 Ｓ 6 0 ―

Ｄ 23 15 53%

５５男子 Ｓ 4 8 -50%

Ｄ 4 4 0%

６０男子 Ｓ 10 11 -9%

Ｄ 4 5 -20%

257 292 -12%

そうか公園 9/6

初級者男子 Ｓ 4 8 -50%

Ｄ 9 7 29%

初級者女子 Ｓ 5 8 -38%

Ｄ 11 11 0%

8 6 33%

ベテランB男子 Ｓ 4 5 -20%

Ｄ 7 11 -36%

ベテランB女子 Ｓ 0 0 ―

Ｄ 3 0 ―

0 0 ―

51 56 -9%

第１２回秋季ダブルス大会 そうか公園、吉町コート 10/4

一般男子G1 D 11 5 120% 46459 斉藤 太一 シープ 61186 石橋  雅規 MIS 43940 山田 渉 メガ

　 54762 斉藤 三平 シープ 61434 若山 楓太 TCR 61243 海老原 拓斗 メガ

一般女子G1 D 13 19 -32% 13015 高橋　真千子 ヴァレ 32049 堀越　美和 ファイ 28213 山下　美夏 TIA

　 15039 飯塚　悦子 ヴァレ 32162 角田　幸子 ファイ 37819 舟幡　綾子 TIA

一般男子G2 D 25 35 -29% 46336 沼田  弘典 タンポ 57079 中村  賢一 メガ

46358 安野  智弘 タンポ 55808 久保田  匡 メガ

36469 石川  祐一 TB 39967 石井  孝 メガ

60860 山崎  裕也 TB 40004 山添  一郎 メガ

一般女子Ｇ2 D 18 19 -5% 03328 高須 由紀子 TB 45931 立川  奈美 FUT

14926 吉原  美保 TB 55831 倉上  かおる FUT

17255 赤井  貴美江 TD 00617 谷川  久美子 草ロ

26873 酒井  友子 TD 52063 佐藤  友美 GTP

４５男子 D 13 15 -13% 06466 兼子 洋二 ＦＲＳ 53705 小早川 直樹 個人

　 56270 大川　由二 ＦＲＳ 46785 樺山　輝明 草ロ

４５女子 D 14 14 0% 61546 小池 好美 T/J 27953 谷　亜矢子 ドナ 40756 荒木　幸子 ファイ

　 61568 杉浦 和江 T/J 60916 大嶋　真由美 ヴァレ 59958 土本　薫 ファイ

５５男子 D 6 4 50% 05544 坂巻　健男 ハッピ

 14443 大寺　孝幸 ハッピ

６０男子 D 5 5 0% 40116 小久江　寿夫 ハッピ

 23768 久保　憲二 ハッピ

105 116 -9%

第３９回　混合ダブルス大会 そうか公園 11/3

一般Ｇ１ D 0 8 ―

矢中  伸明 TD 山崎  裕也 TB 木下  尚司 スパイ 市川  幸司 スパイ

青木  久美 TB 中西  忍 TB 木下  菜穂子 スパイ 栗城  ユミ メガ

９０ D 18 20 -10% 11923 石川　一博 ＡＬ 31464 綿引　栄子 ドナ   

12216 石川　小巻 ＡＬ 12351 松村　牧紀 ドナ  

１１０ D 19 14 36% 39721 廣幡　良雄 ヴァレ 28044 小野  真理子 ヴァレ

12946 浅古　美智世 ヴァレ 03902 桜井　春夫 デロ

カテゴリ別大会

第１２回　高校生テニス大会 そうか公園 3/26､27 

中止

第１６回　ジュニアテニスゲームレッスン大会 そうか公園 3/27

中止

シニア親睦大会 そうか公園 6/4

中止

レディース大会 そうか公園 9/17

１位トーナメント ２位トーナメント ３位トーナメント ４位トーナメント

Ｄ  清水　晴美 FRS 　 小峰　城子 個人 　 関　　喜美 ヴァレ 　 榊原　啓子 ドナ

 伊藤  智子 ファイ 　 鈴木　由紀子 ライン 　 越智　智子 スパイ 　 長田　智子 個人

Ｄ 　 大久保　美香 FRS 　 藤波　由美子 ドナ 　 岡崎　和江 ルブ 　 　 　

　 角田　幸子 ファイ 05050 大橋　悦子 ドナ 　 関根　美紀 ルブ 　 　 　

合計

中止

午前の部

28 30 -7%

午後の部

一般Ｇ2 25 33 -24%

種目

初級者大会＆ベテラン B 級

初級者混

ベテランB混

合計

合計

一般男子G1

合計



 

県､東部地区主催大会
この結果表の所属は草加登録の際の所属を表示しています。

春季県大会 大宮第二公園 5/9～6/7

中止

秋季県大会 大宮第二公園 9/20～10/31

一般男 予3  大野  慎平 ルブ 予3  君村  貴之 個人 予2  永田　貴之 個人 予2  江森　哲也 個人

予2 長谷川　敦 個人 予1 石川　正之 KGB

Ｄ 予決  古泉　聡 － 予3  小松﨑　洋 FRS 予3  林　法良 DOC 予3  佐々木　久人 デロ

 江森　哲也 個人  金子　勇佑 －  田中　繁明 DOC  秋谷　学 メガ

予2  倉橋　渉 草ロ 予2  後藤　崇哉 スパイ         

 相楽　毅 メガ  長谷川　敦 個人         

一般女 Ｓ 本1   内山　正子 デロ 予決   清水　晴美 FRS 予決   山下　美夏 TIA 予2   米山　栞 N/B

予1   佐々木　薫 SET 予1   小松原　綾 SET 予1   老沼　佳絵 メガ

Ｄ 本1   伊藤　智子 ファイ 本1   境野　勝代 － 予決   大久保　美香 FRS 予決   内山　正子 デロ

  清水　晴美 FRS   高橋　真千子 ヴァレ   細田　麻紀 FRS   江森　さや香 個人

予2   山下　美夏 TIA 予2   堀越　美和 ファイ 予1   佐々木　久江 ルブ 予1   元芳　真理子 アイ

  舟幡　綾子 TIA   角田　幸子 ファイ   樋口　容子 ライン   小林　ひろみ －

予1   宇田　典子 アトム 予1   大橋　悦子 ドナ 予1   市川　正子 ヴァレ         

  浅古　美智世 ヴァレ   藤波　由美子 ドナ   田川　緑 ヴァレ         

東部郡市ダブルス・トーナメント 3/18 　春日部市大沼、庄和テニスコート 　

中止

東部郡市シングル・トーナメント 7/8  男女：三郷市番匠免テニスコート

上位なし

都市対抗戦　東部地区予選 11/1 そうか公園

　草加市代表　出場選手

一般男子  山田  渉 メガ  石橋  雅規 メガ

 加藤　季樹 特別

４５男子  岡田  直樹 個人  田中  直樹 草ロ

５５男子  加藤　幸宏 KGB  兼子  洋二 FRS

一般女子  内山  正子 デロ  江森  さや香 個人

４５女子  清水  晴美 FRS  大嶋  真由美 ヴァレ

1回戦 4-3 三郷市

準決勝 2-5 春日部市

3決 4-2 北葛飾郡

普及活動

ジュニアテニス教室

毎週土曜日 8A.M.～10A.M. そうか公園テニスコート3面

生徒 定員60名

コーチ 清水、谷、田川、榊枝、中嶋、坂倉､金田､大野､藤波、酒井 7名

毎週土曜日 1P.M.～3P.M. 吉町テニスコート

生徒 定員40名

コーチ 吉原(夫)、吉原(妻)､伊藤、谷、大野､中嶋、坂倉､酒井

4月～9月、10月～3月の二期制

レッスン生は希望すれば翌期に継続可能

COVID-19のため3月～6月を休講

再開後は感染防止のために二部制として密を回避

放課後テニス教室

通年　毎週　火、金曜日　午後５時～７時　そうか公園　２面　対象：小学生(中学年以上)､中学生

水上ヘッドコーチ(ＧＴＰ)､上羅会長､下林(ドナ)

COVID-19のため3月～6月を休講

シニアテニス教室 申込みは体育協会

年２回 春は４月から、秋は９月から　各８回実施　

金曜日 １０時～１２時２面 定員２０名

対象：５５才以上のテニス未経験者、再開したい方。

火曜日 　９時～１１時１面 定員　１０名 シニア

１１時～１３時１面 定員　１０名 女子

対象：試合に出場して、より良い成績を目指す方

会費　９，８００円

COVID-19のため春季教室を休講

テニス講習会（草加市体育協会） 申込みは体育協会

年３回 春、秋（４月～、９，１０月～　各８回）、冬（２月～３月：６回）

毎週　月、水曜日　２面

COVID-19のため春季講習会を休講

Ｓ



（資料３） 2021/4/25 改訂

  草加市テニス協会
（単位：円）  

２０１９年度 ２０２１年度

実算 予算 実算 差異 進捗率 予算（案）

936,499 1,221,680 1,221,680 0 − 1,589,902

登録料 435,900 400,000 428,500 28,500 107.1% 400,000

参加料 2,002,000 1,800,000 1,112,000 -688,000 61.8% 1,800,000

補助金① 30,000 30,000 0 -30,000 0.0% 30,000 加盟団体育成事業

補助金② 110,160 110,160 0 -110,160 0.0% 110,160 市民体育祭事業費

補助金③ 50,000 50,000 50,000 0 100.0% 50,000 社会体育団体等補助金

受講料 1,729,200 1,800,000 1,267,700 -532,300 70.4% 2,077,600 テニス教室

利息 12 10 8 -2 − 10

雑収入 24,000 10,000 15,000 5,000 150.0% 10,000 ﾕｰｽﾞﾄﾞﾎﾞｰﾙ売却代他

総会・新年会 64,000 0 0 0 − 0 2021年は開催せず

50周年事業 418,339 残金繰り入れ

小計 4,445,272 4,200,170 2,873,208 -1,326,962 68.4% 4,896,109

登録費 150,000 150,000 100,000 -50,000 66.7% 140,000 県10万、ｽﾎﾟ協4万

参加費 182,000 150,000 75,000 -75,000 50.0% 150,000 県大、都市対抗戦他

消耗品費 357,900 360,000 274,560 -85,440 76.3% 510,000 主として試合球、練習球

報賞費 425,697 400,000 247,958 -152,042 62.0% 400,000 クオカード（対抗戦はメダル）

会場費（１） 512,830 500,000 285,870 -214,130 57.2% 500,000 そうか公園、吉町

会場費（２） 24,600 40,000 27,060 -12,940 67.7% 40,000 テニス教室

日当（１） 213,000 250,000 94,000 -156,000 37.6% 250,000 大会運営（協会役員）

日当（２） 1,289,500 1,600,000 894,000 -706,000 − 1,464,000 テニス教室コーチ手当

印刷費 0 0 0 0 − 0 2016年度からｺﾋﾟｰに変更

通信費 3,233 3,000 178 -2,822 5.9% 3,000 県大関係郵送料他

事務用品費 8,855 10,000 1,378 -8,622 13.8% 10,000 封筒他

コピー代 5,790 5,000 3,420 -1,580 68.4% 5,000 会議資料等

会議費 125,992 180,000 55,831 -124,169 31.0% 180,000 理事会、ﾄﾞﾛｰ会議等

交際費 8,000 18,000 15,000 -3,000 83.3% 18,000 外部会議会費等

雑費 20,763 20,000 17,315 -2,685 86.6% 20,000 主に振込（手）

渉外費 148,000 150,000 97,500 -52,500 65.0% 80,000

補助費 144,735 100,000 46,818 -53,182 46.8% 150,000 都市対抗戦、ｼﾞｭﾆｱ教室等

総会・新年会 388,668 0 0 0 − 0 2021年は開催せず

備品 17,000 20,000 12,018 -7,982 60.1% 50,000 ボールかご購入予定

寄付 0 10,000 0 -10,000 0.0% 10,000

慶弔費 16,200 30,000 0 -30,000 0.0% 30,000

保険料 23,828 28,000 24,190 -3,810 86.4% 25,000 傷害保険料

返金 11,500 0 3,890 3,890 − 0 過剰入金など

作業費 82,000 100,000 79,000 -21,000 79.0% 100,000 ＨＰ運用、会計作業等

50周年事業 0 150,000 150,000 0 100.0% 0 特別会計へ繰り入れ

積立金 0 0 0 0 − 1,000,000 別途積立金として

小計 4,160,091 4,274,000 2,504,986 -1,769,014 58.6% 5,135,000

285,181 -73,830 368,222 442,052 − -238,891

1,221,680 1,147,850 1,589,902 442,052 − 1,351,011

注）2020年度の総会は特別会計で処理したので、上記決算には反映せず、別途報告となります

２０２１年１月１９日

  上記の通り報告致します。

草加市テニス協会

   会計担当  並木 克広   印

２０２１年１月１９日

  上記決算書について監査した結果、適正に処理されているものと認めます。

   監 査    小林 幸恵   印
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単年度収支差

次年度繰越金

２０２０年度決算報告＆２０２１年度予算（案）
（自１月１日 ～ 至１２月３１日）

２０２０年度
備    考

前年度繰越



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 3 

（単位：円）

予算 実績 増減
1,000,000 1,000,000 0

150,000 150,000 0
180,000 117,000 -63,000
80,000 80,000 0
100,000 80,000 -20,000
150,000 228,000 78,000

0 65,000 65,000
1,660,000 1,720,000 60,000

250,000 283,500 33,500
100,000 112,874 12,874
150,000 77,000 -73,000
120,000 0 -120,000
20,000 9,950 -10,050
500,000 550,000 50,000
150,000 53,078 -96,922
50,000 26,000 -24,000
20,000 23,760 3,760

役員永年表彰 30,000 29,000 -1,000
大会ﾃﾞｰﾀ集約作業 70,000 100,000 30,000

100,000 36,499 -63,501
100,000 0 -100,000

1,660,000 1,301,661 -358,339
0 418,339 418,339

　　　　2021/1/6作成

「草加市テニス協会50周年記念事業」予算実績収支報告

ﾊﾟｰﾃｨ（料理

お祝金

祝賀会参加費

協賛広告料

計

収
　
　
入

事業費（積立金）

本会計より

登録団体寄付

個人からの寄付

収　支　残

項　　目

（2019年　～　2020/2/2 祝賀会迄）

予　備　費

大会ﾃﾞｰﾀＣＤ作成

雑　　　費

ﾊﾟｰﾃｨ（飲み物

優秀選手等表彰

ｼﾙﾊﾞｰ選手顕彰

計

支
　
　
　
出

記念大会参加賞

記念大会抽選品

記念誌

ﾊﾟｰﾃｨ（会場代



2020 年度 放課後テニスクラブ決算報告書 

（単位：円） 

活動日数 2020 年 1 月～12 月（3 月～6 月休講）全 53 レッスン 

項目 金額 摘要 

<収入の部＞ 

月謝 383,125 途中入会含む 

保険料 8,800 スポーツ保険年間保険料（＠800 円） 

寄付金 126,000 上羅顧問より 

前年度繰越金 52,959   

合計 570,884   

＜支出の部＞  

コート代 106,780 照明料含む 

謝金 347,000   

保険料 8,800 スポーツ保険年間保険料（＠800 円） 

通信費 3,084 埼玉ジュニア登録、切手等 

手数料 1,100 スポーツ保険料払込等 

次年度繰越金 104,120   

合計 570,884   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 4 



2020 年度 ジュニアテニス教室決算報告書 

（単位：円） 

活動日数 2020 年 1 月～12 月（3 月～6 月休講）全 58 レッスン     

項目 金額 摘要 

<収入の部＞ 

会費 1,195,000 延べ 104 名 

銀行利息 9   

前年度繰越金 733,369   

合計 1,928,378   

＜支出の部＞  

コート代 66,920   

謝金 834,000   

保険料 33,530 スポーツ保険､賠償保険 

記念品代 29,450 卒業生対象 

通信費 1,890 切手等 

振込手数料 440 返金振 

雑費 2,610 コピー代等 

返金 330,000 休講中会費 

次年度繰越金 629,538   

合計 1,928,378   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料５

　　２０２１年度　草加市テニス協会行事予定表 草加市テニス協会

(予定の変更・修正の通知はＨＰとし、郵送はしません） 2021/1/31

　大　会　名　称 開催日 予備日 申込期間 ﾄﾞﾛ-会議日 会場 種　　　　　　　　目

（運営回数の略称） そ 吉 男　　子 女 　子  混合

ＨＰ掲載予定日 う 一般 ４５ ５５ ６０ 一般 ４５ ５５ 一 90 110

ドロー会議 か 町 般 上 上 大会個別の

翌週の水曜 公 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 複 複 複 要項・注意事項

日以降 園

ｸﾗﾌﾞ対抗戦(ｸﾗ)  2/14(日)  2/21(日)  1/20(水) * * * * * 〇 〇 G1 〇 G1 〇 G1 〇 3ﾍﾟｱで1ﾁｰﾑ､G1､G2･男･女･混/V=9種目

～1/26(火)  2/10(水) G2 G2 G2 1団体１種目１ﾁｰﾑのみ(混成は不可)､当日集金

春季選考会(春)  3/ 7(日)  3/14(日)  2/ 3(水) * * * * * 〇 〇 〇 複のみ（春、秋分を選考）

　　　(ダブルス　2021年より） ～2/9(火)  2/17(水) 対象はＧ１○のみ

高校生大会  3/ 25(木)  3/29(月)  2/ 24(水) * * * * * 〇 〇 〇 〇 〇 草加市に在学､在住、在クの高校生とそのペア

  3/ 26(金) ～3/2(火)  3/10(水) 参加費　単300円、複400円（ボール持参は不要）

市民体育祭・選手権大会(複)  4/ 4(日)  5/9(日)  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 G1､G2･男､女/V45､55､60

(会長杯ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) * * * * *  

  同　　上　(単)  4/11(日)  5/9(日)  3/24(水) 〇 〇

(市長杯ｼﾝｸﾞﾙｽ)

都市対抗練習会  5/ 9(日)  なし

シニアダブルス大会(シ)  6/3(木)  6/10(木)  5/12(水) 〇 △ △ △ △ 申込は個人単位､当日抽選により組分け

～5/18(火)

秋季選考会(秋)  6/ 6(日)  6/13(日)  5/5(水) * * * * * 〇 〇 〇 単のみ（秋、春分を選考）

　　　(シングル　2021年より） ～5/11(火)  5/19(水) 対象はＧ１○のみ

ジュニアゲームレッスン  7/27(火)  7/28(水)  7/7(水) 〇 在住、在クラブの小中学生対象（単のみ）

～7/13(火)  7/21(水)

初級者大会  9/ 5(日)  9/19(日)  7/28(水) * * * * * 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

＆ペテランＢ級(初) ～8/ 3(火)  8/25(水) 過去のG2､初級者大会優勝者も参加可

レディース大会(レ)  9/16(木)  9/30(木)  8/11(水) * * * * * 〇 〇 試合方法は参加者数による

～8/17(火) 　当日抽選  

秋季ダブルス選手権(ダ) 10/ 17(日) 10/31(日)  9/1(水) * * * * * 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 G1､G2･男､女/V45､55､60

～9/7(火)  9/29(水)  

都市対抗練習会 10/31(日)  なし 〇

混合ダブルス選手権(混) 11/ 3(水･祝) 11/23(火･祝)  9/22(水) * * * * * 〇 〇 〇 〇 〇 G1､G2･混/V･90､110

～ 9/28（火) 10/20(水)

ｸﾗﾌﾞ対抗戦  2/13(日)  2/20(日)  1/19(水) * * * * * 〇 〇 G1 〇 G1 〇 G1 〇

(2022年) ～1/25(火)  2/9(水) G2 G2 G2 1団体１種目１ﾁｰﾑﾉﾐ(混成は不可)

春季選考会(春)　（ダブルス）  3/ 6(日)  3/13(日)  2/ 2(水) * * * * * 〇 〇 〇 単のみ（春、秋分を選考）

(2022年) ～2/8(火)  2/16(水)

高校生大会  3/ 25(金)  3/29(火)  2/23(火) * * * * * 〇 〇 〇 〇 〇 草加市に在学､在住、在クの高校生とそのペア

(2022年)  3/ 28(月) ～3/1(火)  3/9(水) 参加費　単300円、複400円（ボール持参は不要）

理事会 11/14（日) 18:00～ 草加市中央公民館第一講座室 協会への追加登録の登録期間（7/21～7/27）

メール申込を原則とします(参加費は年度末一括）。ドローはＨＰ閲覧のみとします。

草加市テニス協会総会 1/30(日) 18:00～19:00 草加市中央公民館第一講座室  試合申込は、草加市テニス協会及び東部地区協会主催大会とも下記です。

 メール先：saitamasoukatennis@gmail.com

   

参加費　大会申込集計表を参照

東部地区協会、シニア連盟共催 　　　　 ２０２１年度東部地区は６月開催分は未確定

東部地区協会             中止  3/ 8(日)  3/15(日)  2/12(水)  2/29(土) 〇 〇 県大会への東部地区予選会3000円/ﾍﾟｱ

　ﾀﾞﾌﾞﾙｽ･ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ～2/18(火) 越谷中央市民館

東部地区                　　 (女性）  3/20（土）  3/27（土）  2/12(水)  2/29(土) 〇 〇 3000円/ペア（当日会場にて徴収）

親睦　　　　　　　　　　　　 （男性）  4/10（土）  4/17（土） ～2/18(火) 〇 〇 女性：久喜市、男性：越谷市

女子連　　　　  4/22(木)  5/6(木) * * * * * 〇 〇

東ブロック春季大会 そうか公園

埼玉県シニア連盟主催  5/7(金)  5/13(木) 〇 〇 〇 県シニア会員（男６０才、女５０才以上）

(東部地区練習会） そうか公園

東部地区                　　  (男性  6/5(土)  6/12(土)  5/ 12(水)  6/ 5(土) 〇 〇 県ベテラン予選

ベテランダブルス大会　 （女性  6/19(土)  6/26(土) ～5/18(火) 白岡市民ﾃﾆｽｺｰﾄ

東部地区協会  7/11(日)  7/18(日)  6/ 2(水)  6/19(土) 〇 〇 ￥

　ｼﾝｸﾞﾙｽ･ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ～6/8(火) 杉戸南テニスコート

埼玉県シニア連盟主催  6/24(木）  7/8(木） 〇  〇 〇 県シニア会員（男６０才、女５０才以上）

そうか公園

埼玉県女子連   7/1(木)  7/15(木) 〇 〇

Princeレディーストーナメント そうか公園

埼玉県女子連  10/21(木)  10/28(木） 〇 〇

東ブロックランキング別大会 そうか公園

都市対抗戦(東部地区予選会） 11/ 7(日) 11/21(日) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 草加市在住、在勤の方へ協会から依頼

しますので是非ご協力下さい。　そうか公園

埼玉県シニア連盟主催 11/ 4(木) 11/11(木) 〇 〇 〇 県シニア会員（男６０才、女５０才以上）

そうか公園

女子連 11/18(木) 11/25(木) 〇 〇 そうか公園

オータムカップ

草加市及び草加市体育協会の行事

そうか公園まつり 4/29（木）  そうか公園

スポーツフェスティバル(ス) 10/ 10(日)  そうか公園/吉町コート

ふささマラソン(ロ) 綾瀬川左岸広場他

 2/ 24(水)
～3/ 2(火)

3ﾍﾟｱで1ﾁｰﾑのﾄｰﾅﾒﾝﾄ､一般男女V*G1､G2､混=9種目


