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1.開会の辞 

 

2.会長挨拶 

 

3.議事 

(1)2021年度 事業報告 

①2021年度運営を振り返って 

2020年に続き、COVID-19下での運営を強いられることとなりましたが、無観客や時間短縮等運営方法を

工夫することにより､高校生大会（選手間の特に密な状況が予想されることから中止）以外の大会は予定

通りに開催することが出来ました｡会員の皆さんのご協力に感謝いたします。 

 

尚、COVID-19の影響で大会の参加者数は例年より減少となっていますが、前年比ではほぼ、横ばいとなりまし

た。 

大会 ｸﾗﾌﾞ対抗 選手権 初級･ﾍﾞﾃ ﾚﾃﾞｨｰｽ 秋季ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 混合 

参加者数 42 ﾁｰﾑ 248名･ﾍﾟｱ 54名･ﾍﾟｱ 30 ﾍﾟｱ 91 ﾍﾟｱ 64 ﾍﾟｱ 

前年比 ▲25% ▲4% ＋6% ＋7% ▲13% ＋3% 

 

②個別変更点 

･ドロー会議をリモートで開催､ドロー自動作成システムの活用 

・大会当日の加盟団体の当番の完全廃止→役員のみによる運営への変更 

 

③大会結果…資料 1参照 

 

④普及活動…資料 2参照 

 

(2)2021年度 決算報告 

①テニス協会収支決算…資料 3参照 

 

②放課後テニスクラブ決算…資料 4参照 

 

③ジュニアテニス教室決算…資料 5参照 

 

(3)2022年度役員(案) 

①改選 

宇田川会長・常務理事（継続）、藤波副理事長・常務理事（継続）、大野常務理事（継続）、 

加藤常務理事（継続）、川島常務理事（継続）、佐藤常務理事（継続）、庄司常務理事（継続）、 

須鴨常務理事（継続）、鈴木常務理事（継続）、田川常務理事（継続）、谷常務理事（継続）、 

吉原章常務理事（継続、）吉原美常務理事（継続） 
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②新任 

嘉藤 一（TAO）、小林 学（メガロス） 

 

③退任 

末宗常務理事､平塚常務理事､菅原常務理事 

 

④2022年度役員

（  

 

(4)2022年度事業予定…資料 6 参照 

①選手、役員の安全、安心を最大に配慮した大会運営 

COVID-19が終息するまでは引き続き､感染防止を念頭に置いた大会運営を行います｡具体的には試合方

法の変更､選手､観客の会場への入場規制から大会の中止の判断に至るまで感染状況に応じた対策を講

じます｡ 

また、以下のような大会開催基準を設けます。 

・埼玉県にまん防が措置されている場合は無観客、無エキジビション（敗者戦）、コート開放なし 

・埼玉県に緊急事態宣言が発出されている場合は中止 

 

②登録者数､大会参加者数減少問題の取り組み 

2011年に 1,433名､71団体だった登録者･団体数は 2021年には 652名､40団体に大きく減少､45歳以上

の登録者の占める割合も 46%から 79%と高齢化が進んでいます｡これに COVID-19のパンデミックも加わり

大会参加者も漸減傾向が続いています｡ 

協会としては適正な登録者数を 800名を前提として以下の通りその回復に取り組みます｡ 

･各登録団体の登録者数増加をバックアップする一助として、協会ＨＰに登録者数増加に前向きな団体の

募集案内を掲載する。 

･協会主催のジュニアテニス教室、放課後テニスクラブの卒業生のその後のテニス継続をフォローするた

めに、ダミーの登録団体で管理し、大会参加への基盤構築を図る。 

役職 氏名 所属団体 役職 氏名 所属団体

会長 宇田川 剛 TAO 常務理事 須鴨 義夫 IBK

理事長 酒井 祐輔 ドナルド 常務理事 鈴木 俊介 草加ローン

副理事長 藤波 由美子 ドナルド 常務理事 田川 緑 ヴァレンヌ

常務理事 大野 美香 ルーブル 常務理事 谷 亜矢子 ドナルド

常務理事 加藤 憲一 個人 常務理事 並木 克広 P&S

常務理事 嘉藤 一 TAO 常務理事 吉原 章哲 TB

常務理事 川島 清史 草加ローン 常務理事 吉原 美保 TB

常務理事 小林 学 メガロス 会計監査 小林 幸恵

常務理事 佐藤 喜紀 DOC 顧問 上羅 廣 ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾝｽﾞ

常務理事 庄司 裕之 草加ローン
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･中学生・高校生の参加費を値下げする。 

シングルス 1,000 円、 ダブルス 1,500 円/組 

･各大会の開催案内をそうか公園、吉町に掲示し非登録者のスポット参加（参加費はシングルス 2,000 

円、ダブルス 3,500 円/組）を促す。その参加をきっかけにして 、新規の団体登録に結び付けたい。 

･ダブルスは、ペアの片方が非登録者での大会参加を認める。但し、参加費は 3,000 円/組とする。 

･団体の新規登録手続きについて、協会ＨＰ内に詳細な案内を掲載する。 

 

③大会の変更、カテゴリーの拡大、出欠を予備日参加条件とすることの廃止 

登録者にとって魅力的な大会となるよう、併せて登録者数減少に歯止めをかけるためにも大会開催要項

の変更や見直しを行います。 

･初級/ベテラン大会を廃止して「チーム対抗戦」を新設 

ⅰ．チーム編成は所属団体、個人登録を問わない 

ⅱ．男性 2名・女性 2名計 4名を必須とし、最大で 6名迄とする 

ⅲ．非登録者も男女各１名まで認める 

ⅳ．試合は、男/女/混合のダブルス計 3試合とし、重複出場を認める。 

ⅴ．カテゴリーは G1、G２、45歳以上、55歳以上の４つ 

ⅵ．大会当日まで１名の参加者変更を認める（但し、他チームの参加者は不可） 

･クラブ対抗戦の種目の見直しと新設 

変更後 変更前 

G1男複、G2男複、55男複、65 男複 

G1女複、G2女複、45女複、55 女複 

G1混合、G2混合、45混合 

G1男複、G2男複、45男複 

G1女複、G2女複、45女複 

G1混合、G2混合、45混合 

･クラブ対抗戦のエントリー数の拡大 

一つの所属団体で 1種目に最高 2チームまでの参加を可能とする。 

･混合ダブルス大会の種目の新設 

変更後 変更前 

G１、G２、90歳、110歳、130歳 G１、G２、90歳、110歳 

･雨天時等の大会の集合･出欠ルールの緩和 

ⅰ． 雨天等のため大会当日に試合が開始されずに予備日開催となった場合、開催要項に定められてい

る集合の有無を問わず、予備日参加を認めます。 

ⅱ．同じく、試合開始が遅れた場合でも開催要項に既定された時刻での集合の有無を問わず、試合への

参加をみとめます。               

ⅲ．開始、中止の判断は会場で協会役員が行いますので、それによる結果については選手の自己責任と

なります。 

 

(5) ルール遵守、きれいなジャッジ運動 

ロービングアンパイア制が廃止され完全なセルフジャッジになったが、ルールやジャッジについて再啓蒙する 

･開催要項等で｢疑わしきは GOOD!｣他ジャッジについての意識喚起を図る 
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・ジャッジ等のクレームを大会運営役員が受付けるなどを周知する 

 

(6) 2022年度 会計予算(案)…資料 3参照 

・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｡ 

上記は 2021年度の実績なので 2022年度予算には該当せず｡ 

・予算上の次年度繰越見込みが、14１万なので、いままでと比較しても妥当と思料します。 

 

(7) 登録、試合申込について 

･今年度より市民体育祭･選手権大会､秋季ダブルス選手権､混合ダブルス選手権はテニス協会ホームページ

内のアプリケーションからの申込とします｡ 

上記以外の大会申込と登録はメールにて行ってください｡ 

・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。 

・今年度から登録費及び大会参加費(当日集金のシニアダブルス大会､レディース大会を除く)は年度末の一

括徴収となりましたので絶対に個別に振込まないで下さい｡ 

ホームページに随時､その時点での未収状況について所属団体毎にご案内いたしますのでその都度､確認を

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 

 

(8) 所属団体状況 

・新規加入 

TAO、グービス(goovis)、デサイド（decide） 

・退会 

日化産 

 

4.閉会の辞 
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（資料１）

一般向け大会

第36回クラブ対抗戦 そうか公園、吉町 2/14

参加
者数

前回
増減
率

0 4 —

10 12 -17%

13 13 0%

0 4 —

3 4 -25%

7 8 -13%

3 3 0%

3 4 -25%

3 4 -25%

42 56 -25%

第52回市民体育祭･選手権大会 そうか公園、グリーンテニスプラザ 4/4、4/11、5/9

参加
者数

前回
増減
率

G1男子 単 21 19 11%

複 15 12 25%

45男子 単 24 25 -4%

複 18 20 -10%

55男子 単 15 4 275%

複 5 4 25%

60男子 単 9 10 -10%

複 5 4 25%

G1女子 単 7 9 -22%

複 15 17 -12%

G2女子 単 16 18 -11%

45女子複 単 6 6 0%

複 19 23 -17%

55女子複 単 0 0 ―

複 0 0 ―

248 257 -4%

10/17､10/31

初級者男子

複 6 9 -33%

単 4 5 -20%

45男子

45女子 単 0 0 ―

複 2 3 ―

0 0 ―

54 51 6%

第13回秋季ダブルス大会 10/17､10/31

G1男子 複 13 11 18%

G2男子 複 16 25 -36%  

45男子 複 12 13 -8%  

55男子 複 5 6 -17%  

60男子 複 2 5 -60%  

G1女子 複 12 13 -8% 高橋 友季子 (ワイズ)･澤田 久美子 (ワイズ)  

  

  

45女子 複 14 14 0%

91 105 -13%

第40回　混合ダブルス大会 11/3

6 0 ―

18 18 0%

15 19 -21%

64 62 3%

カテゴリ別大会

第１２回　高校生テニス大会  

中止

第16回　Jr.テニスゲームレッスン大会 7/27

小学生男子 単 10   

小学生女子 単 6   

中止

シニア親睦大会 6/3

参加者 男子21名､女子6名

レディース大会 9/16

午前の部 複

午後の部 複 　 　 　
30 28 7%

G1混合

90混合

110混合

種目

初級者大会＆ベテラン

45混

合計

合計

G2男子

複 24 34 -29%

複 23 22 5%

単

初級者混
7 8

 

ファイブオーシャン、KGB

種目 優　勝

メガロス、スパイラル、TeamB

合計

G1男子複

G2男子複

45男子複

G1女子複

G2女子複

45女子複

G1混合

G2混合

45混合

FRS

ドナルド

草加ローン

ALWAYS、ワイズ、FRS、ヴァレンヌ

TeamB

 

3位･ベスト4

岩瀬 一輝 (ＭＩＳ)､江森 哲也 (市民)

石橋 雅樹 (ＭＩＳ)･若山 楓太(ＴＣＲ)石川 一博(AL)･吉田 清吾(AL) 羽生田 潤(AL)･羽生田 琉碧(市民)

優　勝 準優勝

畑 泰成 (市民) 斉藤 太一 (ＳＰ)

山下 美夏 (ワイズ)･舟幡 綾子 (ワイズ)

原 年司 (ＤＯＣ)

岩本 公博 (ドナ) 小久江 寿夫 (ハッピ)

内山 正子 (デロ) 山下 美夏 (ワイズ)

川合 教文 (メガ) 上野 靖生 (ＴＤ)

青野 和正(ファイ)･山木 啓一郎 (ファイ) 小野上 聡(ＦＵＴ)･於久 有希(ＦＵＴ)

内山 正子 (デロ)･江森 さや香 (デロ)  

阿部 守 (ドナ)･岩本 公博 (ドナ)

上村 重朗 (ＤＯＣ)･縄田 好寿 (ＤＯＣ)

兼子 洋二(ＦＲＳ)･大川 由二(ＦＲＳ)

山添 一郎(メガ)･石井 孝 (メガ) 葛貫 浩一(ＳＰ)･朝比奈 敬文(ＳＰ)

林 法良 (ＤＯＣ) 岩澤 紀秀 (球)

藤原 弘次 (ＦＲＳ)･高橋 正典 (ＦＲＳ)､前田 敬 (球)･立花 宗典 (球)

関 喜美 (ヴァレ)･宮田 美紀 (ライン) 谷 亜矢子 (ドナ)･佐野 美喜子 (アイ)､藤波 由美子 (ドナ)･清水 香 (草ロ)

単 26 30 -13%
近野 大樹 (メガ) 山添 一郎 (メガ)

 

小早川 直樹 (草ロ)､松村 牧紀 (ドナ)

大川 由二 (ＦＲＳ) 加藤 幸宏 (ＫＧＢ)

佐藤 晴美 (ＦＲＳ) 中西 佳代子 (Ｎ／Ｂ)

功刀 絢子 (メガ) 木下 菜穂子 (スパイ)

吉原 美保 (ＴＢ)･山佐 みゆき (ＴＢ) 酒井 友子 (ＴＤ)･柏原 真澄 (ＴＤ)

谷川 久美子 (草ロ)･佐藤 友美 (ＧＴＰ) 新井 和代 (ＴＢ)･青木 久美 (ＴＢ)

金子 智哉(ＦＲＳ)･藤本 勇二(ＦＲＳ)

8 4 100%
於久 有希 (ＦＵＴ)

石川 大運 (ＦＵＴ)

沼田 弘典 (タンポ)､安野 智弘 (タンポ)

樋口 美咲 (草ロ)･樋口 美穂 (草ロ)

そうか公園

坂田 利永 (ファイ)･栗本 章子 (ファイ)

初級者女子

複 13 11
18%

宗野 美里 (ＤＢＳ)

山本 英晃 (スパイ)･市川 幸司 (スパイ)

安孫子 誠 (ＦＵＴ)

石井 孝 (メガ)･山添 一郎 (メガ)
複 7 7 0%

小堺 圭一 (タンポ)
単 7 4 75%

-13%

大槻 百合香 (ＴＤ)･新澤 薫 (ＴＤ)

渡辺 洋子 (メガ)･功刀 絢子 (メガ)

吉原 章哲 (ＴＢ)･吉原 美保 (ＴＢ)

岡部 京子 (Ｎ／Ｂ)･副田 亜紀 (Ｎ／Ｂ)

竹内 顕太郎 (ドナ)･米田 真由 (ドナ)

後藤 崇哉 (スパイ)･長谷川 敦 (個人登録) 五十嵐 俊之 (スパイ)･高橋 直之 (ＳＥＴ)

55男子と統合

初級者と統合

田中 直樹 (草ロ)･原 年司 (ＤＯＣ) 樋口 悟朗 (草ロ)･尾崎 和博 (草ロ)

吉武 哲宇 (ＦＲＭ)･西脇 隆二 (ＦＲＭ) 木下 尚司 (スパイ)･原田 幸太郎 (スパイ)

榎木 牧子 (ＤＢＳ)･榎木 哲朗 (ＦＲＳ)､南部 一行 (メガ)･角田 幸子 (ファイ)

菅原 大輔 (メガ)･跡部 淳 (メガ) 鳥居 聡一郎 (球)･野口 知直 (球) 

山下 美夏 (ワイズ)･舟幡 綾子 (ワイズ)

浅古 美智世 (ヴァレ)･清水 香 (草ロ)

そうか公園、吉町コート

込山 雄太郎 (ＴＣＲ)･鈴木 将宇 (ＴＣＲ)

齊藤 陽子 (ルブ)･森実 まゆ (ルブ) 星野 英子 (アトム)･内山 桂子 (アトム)

G2女子

そうか公園、吉町コート

小林 広美 (メガ)･荒井 麻里 (メガ) 遠藤 仁美 (スパイ)･泉 圭子 (ドナ)

岡部 京子 (Ｎ／Ｂ)･副田 亜紀 (Ｎ／Ｂ) 樋口 美咲 (草ロ)･樋口 美穂 (草ロ)
複 17 18 -6%

合計

藤田 里香 (草ロ)･樺山 輝明 (草ロ)

25 25 0%

そうか公園

江森 さや香 (デロ)･江森 哲也 (個人登録) 樋口 美咲 (草ロ)･大野 慎平 (ルブ)

G2混合

合計

山木 啓一郎 (ファイ)･山木 真知子 (ファイ) 山崎 裕也 (ＴＢ)･中西 忍 (ＴＢ)

米田 真由 (ドナ)･竹内 顕太郎 (ドナ)

佐藤 喜紀 (ＤＯＣ)･佐藤 晴美 (ＦＲＳ) 松浦 規久哉 (ＡＬ)･竹中 昭美 (ＡＬ)

福原 陽子 (ドナ)･粟屋 勝文 (ドナ)

高橋 直之 (ＳＥＴ)･高橋 真千子 (ヴァレ) 佐々木 久江 (ルブ)･佐々木 久人 (デロ)

梅澤 菜々美 (草加･清門小5) 梅澤 杏実(草加･清門小3) 野矢 菜摘 (草加･西町小4)

そうか公園

そうか公園

そうか公園

山崎 あさひ (草加･川柳小4) 秋谷 佳美 (三郷･彦成小6) 上野 流輝明 (草加･稲荷小4)

山口 晶子(ファイ)･角田 幸子(ファイ) 飯塚 悦子(ヴァレ)･高橋 真千子(ヴァレ) 岡崎 和江(ルブ)･古庄 真弓(アトム)

田川 緑 (ヴァレ)･元芳 真理子( アイ)

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

藤井 美保(ファイ)･山下 美夏(ワイズ) 齊藤 陽子(ルブ)･森実 まゆ(ルブ) 宇田 典子(アトム)･藤倉 敏美(アトム)



 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県春季テニス選手権大会 大宮第二公園

氏名 結果 氏名 結果 氏名 結果 氏名 結果 氏名 結果 氏名 結果
飯塚 左京(庭) 本3 長谷川　敦(個) 予3 永田 貴之(個) 予2 君村 貴之(個) 予2 岡部 航平(N/B) 予1 石川 正之(KGB) 予2

長谷川 新平(-) 佐藤 喜紀(DOC) 宮澤 俊(球) 林 法良(DOC) 石川 正之(KGB)
飯塚 左京(庭) 島田 博之(DOC) 鳥居 聡一郎(球) 矢沢 克矢(DOC) 鈴木 健太(-)

田中 繁明(DOC) 山﨑 正晴(個) 菅原 大輔(メガ)
白木 敦夫(DOC) 藤原 仁(ファイ) 跡部 淳(メガ)

山下 美夏(ワイズ) 本1 佐藤 晴美(FRS) 本1 米山 栞(N/B) 予2 老沼 佳絵(メガ) 予2 佐々木 薫(SET) 予決 小松原 綾(SET) 予2

境野 勝代(-) 大久保 美香(FRS) 元芳 真理子(アイ) 伊藤 智子(ファイ) 山下 美夏(ワイズ) 市川 正子(ヴァレ)
高橋 真千子(ヴァレ) 細田 麻紀(FRS) 小林 ひろみ(-) 佐藤 晴美(FRS) 舟幡 綾子(ワイズ) 田川 緑(ヴァレ)
浅古 美智世(ヴァレ) 堀越 美和(ファイ)

清水 香(草ロ) 角田 幸子(ファイ)

埼玉県秋季テニス選手権大会 大宮第二公園

氏名 結果 氏名 結果 氏名 結果 氏名 結果 氏名 結果 氏名 結果
石川 正之(KGB) 予1 林 法良(DOC) 予3 藤原　仁 予2 庄司　裕之 予2 長谷川 敦(個) 予2

佐藤 喜紀(DOC) 小松﨑 洋(ｰ) 山﨑 正晴(個) 林 法良(DOC) 宮澤 俊(球) 田中 繁明(DOC)
島田 博之(DOC) 金子 勇佑(-) 藤原 仁(ファイ) 矢沢 克矢(DOC) 鳥居 聡一郎(球) 白木 敦夫(DOC)
菅原 大輔(メガ)
跡部 淳(メガ)

佐藤 晴美(FRS) 本1 内山 正子(デロ) 本3 米山 栞(N/B) 予1 小松原 綾(SET) 予2 老沼 佳絵(メガ) 予2 佐々木 薫(SET) 予1

大久保 美香(FRS) 境野 勝代(-) 元芳 真理子(アイ) 山下 美夏(ワイズ) 浅古 美智世(ヴァレ) 堀越 美和(ファイ)
細田 麻紀(FRS) 高橋 真千子(ヴァレ) 小林 ひろみ(-) 舟幡 綾子(ワイズ) 清水 香(草ロ) 角田 幸子(ファイ)
内山 正子(デロ) 市川 正子(ヴァレ) 中村 真佐美(メガ) 坂爪 多喜美(TJ)

江森 さや香(デロ) 田川 緑(ヴァレ) 國玉 玲子(スパイ) 滝口 由紀子(アイ)

田中 直樹 
原　年司

中止

東部郡市シングルス大会

第36回埼玉県都市対抗テニス大会東部地区予選 そうか公園 11/7
1回戦 VS吉川市 準決勝 VS越谷市 3決 VS白岡市
一般女子複 一般女子複 一般女子複
一般男子複 一般男子複 一般男子複
ベテラン男子1部複 ベテラン男子1部複 ベテラン男子1部複
ベテラン女子複 ベテラン女子複 ベテラン女子複
ベテラン男子2部複 ベテラン男子2部複 ベテラン男子2部複
一般女子単 一般女子単 一般女子単
一般男子単 一般男子単 一般男子単

第36回埼玉県都市対抗テニス大会 大宮第二公園 1/22
1回戦 VS熊谷市 準決勝 VS和光市
一般女子複 一般女子複
一般男子 一般男子複
ベテラン男子1部複 ベテラン男子1部複
ベテラン女子複 ベテラン女子複
ベテラン男子2部複 ベテラン男子2部複
一般女子単 一般女子単
一般男子単 一般男子単

 6-1  2-4

蓮見 亮登

 4-1

東部郡市ダブルス大会

上位入賞はありませんでした

内山 正子
山上 真人

内山 正子･後藤 圭那
加藤 季樹･山上 真人
佐藤 喜紀･岡田 直樹

佐藤 晴美･大嶋 真由美
加藤 幸宏･兼子 洋二

平川 涼子

内山 正子･後藤 圭那
加藤 季樹･山上 真人
佐藤 喜紀･岡田 直樹

佐藤 晴美･大嶋 真由美
加藤 幸宏･兼子 洋二

平川 涼子
蓮見 亮登

後藤 圭那･平川 涼子
加藤 季樹･蓮見 亮登
佐藤 喜紀･岡田 直樹

佐藤 晴美･大嶋 真由美
加藤 幸宏･兼子 洋二

予1

予2

優勝

東部郡市ベテランダブルス大会

男子Ⅰ部

予2 予決 予1 予1

予1

本1 本2 本1

一般男子単

一般男子複

一般女子単

一般女子複

小松﨑 洋(-)

予決 予決

予1 予２

予2 予2

準優勝 本1

予2

一般女子単

一般女子複

予1 予決

本2

予決

一般男子単

一般男子複

本3 本1 本1 本1

本2 本1 予1 予1 予2

予2 予決

加藤 季樹･山上 真人 加藤 季樹･山上 真人
佐藤 喜紀･岡田 直樹 佐藤 喜紀･岡田 直樹

4‐3  1‐5
内山 正子･後藤 圭那 内山 正子･後藤 圭那

平川 涼子 平川 涼子
蓮見 亮登 蓮見 亮登

佐藤 晴美･大嶋 真由美 佐藤 晴美･大嶋 真由美
加藤 幸宏･兼子 洋二 加藤 幸宏･兼子 洋二



(資料 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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　定員６０名　コーチ６名
　　　　　　　　　1P.M～３P.M　吉町テニスコート２面　定員４０名　コーチ５名
・対象　小学生
・コーチ 清水（草ロ）、坂倉（OB)､金田（OG)､伊藤コーチ、谷・田川・大野・吉原章・吉原美・藤波・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
〈トピック〉
・COVID-19のため９月が休講となりました。
・緊急事態宣言が終了した１０月以降は通常通りの２時間の通しのレッスンとしています。
・受講生については４月に広報草加での公募を行い、その後は人数を見ながら追加で受入しています。

放課後テニス教室
・毎週火・金曜日　５P.M.～７P.M.　そうか公園テニスコート　１面　
・対象　小学生（中学年以上）、中学生
・コーチ　水上コーチ、上羅
・マネージャー　下林（ドナ）
〈トピック〉
・生徒減少のため４月より１面となっています
・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。

初中級硬式テニス教室 申込は草加市スポーツ協会
年間３回 春、秋（５月～、９，１０月～ 各８回）、冬（１月～ ６回）
毎週 月、水曜日 （10：00～11:30、11:30～13:00) 2面  定員 ２４人/回

シニア硬式テニス教室 申込は草加市スポーツ協会
年間２回 春、秋（５月～、９，１０月～ 各８回）
毎週 金曜日 （10：00～11:30) １面  定員 ２０人/回

テニストーナメント（シニア・女性）教室 申込は草加市テニス協会
年間２回 春、秋（５月～、９，１０月～ 各８回）
毎週 火曜日 シニア（9：00～11:00) １面  定員 ８人/回
毎週 火曜日 女性 （10：00～12:00) １面  定員 ８人/回



 

　　草加市テニス協会

（単位：円）　　

２０２０年度 ２０２２年度

実算 予算 実算 増減 進捗率 予算（案）

1,221,680 1,589,902 1,589,902 1,290,222

登録料 428,500 400,000 381,700 -18,300 95.4% 400,000

参加料 1,112,000 1,800,000 1,479,000 -321,000 82.2% 1,605,000

補助金① 0 30,000 30,000 0 100.0% 30,000 加盟団体育成事業

補助金② 0 110,160 112,200 2,040 101.9% 112,200 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 1,267,700 2,077,600 1,688,400 -389,200 81.3% 1,218,000 初中級クラス取りやめ他

受取利息 8 10 15 5 － 10

雑収入 15,000 10,000 44,000 34,000 440.0% 10,000 ﾕｰｽﾞﾄﾞﾎﾞｰﾙ売却代他

総会・新年会 0 0 0 0 － 0 今後は開催しない方向に

50周年事業 418,339 418,339 0 100.0% 0 事業残金繰り入れ

小計 2,873,208 4,896,109 4,203,654 -692,455 85.9% 3,425,210

登録費 100,000 140,000 140,000 0 100.0% 140,000 県10万、ｽﾎﾟ協4万

参加費 75,000 150,000 35,000 -115,000 23.3% 45,000 主に都市対抗参加費

消耗品費 274,560 510,000 412,434 -97,566 80.9% 419,050 フォート４球缶使用

報賞費 247,958 400,000 310,860 -89,140 77.7% 338,000 2021年からｸｵｶｰﾄﾞに切換

会場費（１） 285,870 500,000 660,430 160,430 132.1% 572,630 そうか公園、吉町、ＧＴＰ

会場費（２） 27,060 40,000 34,440 -5,560 86.1% 34,440 テニス教室

日当（１） 94,000 250,000 215,000 -35,000 86.0% 257,600 協会役員運営手当

日当（２） 894,000 1,464,000 1,226,500 -237,500 － 904,000 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 178 3,000 0 -3,000 0.0% 3,000 県大関係郵送料他

事務用品費 1,378 10,000 770 -9,230 7.7% 10,000 封筒他

コピー代 3,420 5,000 840 -4,160 16.8% 5,000 会議資料等

会議費 55,831 180,000 63,101 -116,899 35.1% 83,000 会議室賃料等

渉外費 97,500 80,000 97,500 17,500 121.9% 79,500

補助費 46,818 150,000 179,122 29,122 119.4% 189,000 都市対抗戦、ｼﾞｭﾆｱ教室等

備品 12,018 50,000 4,960 -45,040 9.9% 30,000

交際費 15,000 18,000 0 -18,000 0.0% 15,000 外部行事会費等

寄付 0 10,000 0 -10,000 0.0% 10,000

慶弔費 0 30,000 0 -30,000 0.0% 30,000

保険料 24,190 25,000 34,348 9,348 137.4% 34,000 賠責＆傷害

作業費 79,000 100,000 70,000 -30,000 70.0% 77,500 ＨＰ運用、会計作業等

雑費 17,315 20,000 18,029 -1,971 90.1% 20,000 主に振込（手）

返金 3,890 0 0 0 － 0 過剰入金など

総会・新年会 0 0 0 0 － 0 2021年は開催せず

50周年事業 150,000 0 0 0 － 0 特別会計へ繰り入れ

積立金 0 1,000,000 1,000,000 0 － 0 別途積立金として

小計 2,504,986 5,135,000 4,503,334 -631,666 87.7% 3,296,720

368,222 -238,891 -299,680 -60,789 － 128,490

1,589,902 1,351,011 1,290,222 -60,789 － 1,418,712

（現金 859,940 ）

（預金 430,282 ）

２０２２年１月１５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

２０２２年１月１５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

支

 

出

 

の

 

部

単年度収支差

次年度繰越金

２０２１年度
備　　　　考

前年度繰越

収

 

入

 

の

 

部

２０２１年度決算報告＆２０２２年度予算（案）

（自１月１日　～　至１２月３１日）

（資料３）



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

【三菱UFJ銀行・草加支店】

（単位：円）

項目 金額 摘要

<収入の部＞

銀行利息 8 　

2021年度積立金 1,000,000

合計 1,000,008

＜支出の部＞

本会計へ繰入 8 　

次年度へ繰越 1,000,000

合計 1,000,008

２０２１年度別途積立金

（資料４）

（単位：円）

活動日数 2021年1月～12月 　　　　                           　　　　81/97

16回雨天中止

項目 金額 摘要

<収入の部＞

月謝 475,000 途中入会含む

補助金 0

保険料 6,400 スポーツ保険年間保険料（＠800円）

銀行利息 0

参加費 0

寄付金 72,000 上羅顧問より（1月～4月9日）

前年度繰越金 104,120

合計 657,520

＜支出の部＞

コート代 100,950 照明料含む

謝金 377,000

保険料 6,400 スポーツ保険年間保険料（＠800円）

参加費

通信費 3,084 埼玉ジュニア登録、切手等

手数料 640 スポーツ保険料払込等

コピー費 560 会員募集チラシ等

文具費 0

次年度繰越金 168,886

合計 657,520

令和3年度　放課後テニスクラブ決算報告書

（資料５）

（単位：円）

活動日数 2021年1月～12月 延べ78レッスン(9月休講)

 

項目 金額 摘要

<収入の部＞

会費 1,363,000 現在53名

銀行利息 3

前年度繰越金 629,538

合計 1,992,541

＜支出の部＞

コート代 100,360  

謝金 1,149,000

保険料 45,470 傷害保険､賠償保険

記念品代 21,604 卒業生贈呈

通信費 630  

雑費 2,904 コピー､マスク

次年度繰越金 672,573

合計 1,992,541

令和3年度　ジュニアテニス教室決算報告書



 

 

 

(資料６）

2022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） 2022/1/30

　大　会　名　称 開催日 予備日 申込期間 ＨＰ掲載予定日 会場 大会毎の主な要項内容並びに注意事項

 そ 吉 男　　子 女 　子

 う 一 90 110 130

 か 町 般 上 上 上  

 公 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 単 複 複 複 複 複  

 園

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

～1/25(火)  2/9(水) G2 G2 G2 1団体１種目2ﾁｰﾑのｴﾝﾄﾘｰ可(所属団体混成は不可)

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

 ～2/8(火)  2/16(水) 対象はＧ１○のみ

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

  3/ 28(月) ～3/1(火)  3/16(水) 参加費　単300円、複400円/組（ボール持参は不要）

市民体育祭・選手権大会  4/ 3(日)  G1     G1   全20種目

(会長杯ﾀﾞﾌﾞﾙｽ)  G2  G2  

  同　　上  4/10(日)  G1 G1

(市長杯ｼﾝｸﾞﾙｽ)  3/23(水) G2 G2

都市対抗練習会  4/ 24(日)  なし

シニア親睦ダブルス大会  6/2(木)  6/9(木)  5/11(水) 申込は個人単位､当日抽選により組分け

～5/17(火) 　当日抽選

秋季選考会(シングルス)  6/ 5(日)  6/12(日)  5/4(水)   単のみ（秋、春分を選考）

 ～5/10(火)  5/18(水) 対象はＧ１○のみ

ジュニアゲームレッスン  7/26(火)  7/27(水)  7/6(水)

～7/12(火)  7/20(水)

チーム対抗戦（新設）  9/ 4(日)  9/18(日)  7/27(水)          G1･G2･45上･55上ﾍﾞﾂ､男女2～3名ずつで1チーム

　 ～8/ 2(火)  8/31(水) 男複･女複･混それぞれ1試合

レディース大会  9/15(木)  9/29(木)  8/10(水)  

～8/16(火) 　当日抽選  

秋季ダブルス選手権 10/ 9(日) 10/16(日)  8/31(水)  G1 G1  全9種目

～9/6(火)  9/28(水) G2 G2  

都市対抗練習会 10/16(日)  なし 〇

混合ダブルス選手権 11/ 3(木･祝) 11/23(水･祝)  9/21(水)  G1 全5種目

～ 9/27（火) 10/19(水) G2

ｸﾗﾌﾞ対抗戦  2/12(日)  2/19(日)  1/18(水)  G1 G1 G1

(2023年) ～1/24(火)  2/8(水) G2 G2 G2 1団体１種目2ﾁｰﾑのｴﾝﾄﾘｰ可(所属団体混成は不可)

春季選考会（ダブルス）  3/ 5(日)  3/12(日)  2/ 1(水)  複のみ（春、秋分を選考）

(2023年) ～2/7(火)  2/15(水)

高校生大会  3/ 27(月)  3/29(水)  2/22(火)  草加市に在学､在住、在クの高校生とそのペア

(2023年)  3/ 28(火) ～2/28(火)  3/15(水) 参加費　単300円、複400円（ボール持参は不要）

理事会 11/13（日) 18:00～ 会場未定 1.協会への追加登録の登録期間（7/20～7/26）

2.試合申込は、市民体育祭･選手権大会､秋季ダブルス､混合ダブルスはエントリーシステムで｡その他の草加市テニス協会及び東部地区協会主催大会や

草加市テニス協会総会 1/29(日) 18:00～ 会場未定 登録等は右記メルアドへの申込とします（登録費・参加費は年度末一括徴収） メール先：saitamasoukatennis@gmail.com

 　 　

  

2022年度東部地区は6月開催分は未確定

ダブルストーナメント  3/ 6(日)  3/13(日)  ﾄﾞﾛｰ会議 県大会への東部地区予選会3000円/ﾍﾟｱ

　 ～2/10(木)  2/19(土) 幸手市

親睦　　　　　　　               　   　 (女性） 3/19（土）  3/26（土）  ﾄﾞﾛｰ会議 〇 〇 3000円/ペア（当日会場にて徴収）

　　　　　　　　　　　　　          　　 （男性） 4/9（土）  4/16（土） ～2/24(木) 3/5(土) 〇 〇 女性：久喜市総合運動公園、男性：越谷市しらこばと運動公園

ベテランダブルス　           　      (男性)  6/4(土)  6/11(土) 未定 ﾄﾞﾛｰ会議 県ベテラン予選

　　　　　　　　　　　　　　　　           （女性) 6/18(土)  6/25(土)  5/21(土) 白岡市市民ﾃﾆｽｺｰﾄ

シングルストーナメント  7/10(日)  7/17(日) 未定 ﾄﾞﾛｰ会議 

　  6/25(土) 杉戸南テニスコート

都市対抗戦(東部地区予選会） 11/ 6(日) 11/20(日) 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

埼玉県女子連共催

春の親睦会  4/21(木)  4/28(木)  

　 　

パール大会  5/19(木)､20(金) 5/26(木)､27(金)  

　 　

Princeレディーストーナメント  7/14(木)  7/21(木)

　 　

全国レディース予選 8/25(木)､30(火) 9/1(木)､5(月)  

　 　

ベテラーノ大会 9/16(金)､21(水) 9/28(水)

　 　

東ブロックランキング別大会 10/27(木)  11/10(木）

　 　

オータムカップ 11/17(木) 11/24(木)  

　 　

埼玉県シニアテニス連盟共催

東部地区練習会  5/6(金) 5/13(金） 県シニア会員（男６０才、女５０才以上）
　 　

オープン大会  7/7(木） 7/15（金） 県シニア会員（男６０才、女５０才以上）

　 　

オープン大会 11/ 4(金) 11/11(金) 県シニア会員（男６０才、女５０才以上）

　 　

草加市及び草加市スポーツ協会の行事

そうか公園まつり 4/29（金･祝）  そうか公園

スポーツフェスティバル(ス) 10/ 10(祝･月)  そうか公園/吉町コート

草加松原太鼓橋ロードレース大会 中止 綾瀬川左岸広場他 　

3．ドローはHP閲覧のみとします。

東部地区協議会共催

 4/24(日)

種　　　　　　　　目

〇 〇

〇 〇

試合方法は参加者数による
〇 〇

〇 〇

65 一般 45 55 60

〇

一般 45 55 60

○

○

小学生対象（単のみ）

〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇

〇

〇

 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇

〇

〇

〇

〇  

〇 〇 〇 〇

〇 ○ 〇

 

〇 〇  〇 ○ 〇 ○ 〇

〇

△ △

〇

〇 〇  〇

 ○ ○

△ △

○

△ △

〇

〇 〇 〇 〇

○ 〇 ○

〇

〇

 〇

〇

〇

○ ○

〇

△

〇

〇

〇

〇

〇

 2/ 23(水)
～3/ 1(火)

3ペアor2ペアで1チーム､全12種目

 混合

3ペアor2ペアで1チーム､全1１種目
〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇


