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2020年 3月 15日

２０１9年度
多摩社会人テニス協会総会 式次第

（　予　定　）

司会 鈴木 副理事長

◎ 開会の辞 　 丸山 副会長

◎ 会長挨拶 吉村 会長

◎ 議長選任 　萩原理事長

◎ 事業報告 及び 審議
　 　

Ⅰ.２０１９年度事業報告

　Ⅰ-1. 第１０９回（春季）.第１１０回（秋季） 大会 　 丸山 大会委員長
　 　

　Ⅰ-2. 第 ５１回ｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 市川 大会委員長

　Ⅰ-3. 第 ７１回（春季）.第 ７２回（秋季） OLﾘｰｸﾞ 　 高木 大会委員長

Ⅱ.２０１９年度会計報告

　Ⅱ-1. 一般会計報告 佐藤 副理事長

　Ⅱ-2. 特別会計報告 佐藤 副理事長

Ⅲ.会計監査報告 平岡 監事、旭　監事

Ⅳ.２０２０年度役員人事（案） 吉村 会長

Ⅴ.２０２０年度新規加入ﾁｰﾑ審議 吉村 会長

Ⅵ.２０２０年度事業計画（案）

　Ⅵ-1. 第１１１回（春季）.第１１２回（秋季）大会 丸山 大会委員長

　Ⅵ-2. 第５２回ｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会 市川 大会委員長

　Ⅵ-3. 第７３回（春季）.第７４回（秋季）OLﾘｰｸﾞ 稲葉 大会委員長

Ⅶ.２０２０年度予算（案） 佐藤 副理事長
市川 大会委員長

Ⅷ.協会からのお願い事項 担当理事

◎ 質疑応答

◎ 閉会の辞 丸山 副会長
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Ⅰ.２０１9年度事業報告
　Ⅰ-1-① 第１０９回大会（春季）結果
　　　大会期間　　３月２３日（土）～７月７日（日）
　　　大会役員　　丸山大会委員長、前川大会副委員長、安井、宮下、徳丸、乙幡　各理事
　　　大会結果　　詳細　Ｐ.８～１０参照
　　　表彰式　　　７月２０日（土）　ﾌｫﾚｽﾄｲﾝ昭和館にて実施

コメント　 本大会から結果報告のハガキ廃止、混乱なくスムースに移行できました。

1部では　滝山中央TCが１０回目の優勝を飾りました。
表彰式　23/32チームが参加、９ﾁｰﾑが欠席と残念な結果となりました。

　Ⅰ-1-② 第１１０回大会（秋季）結果
　　　大会期間　　８月１０日（土）～１１月２４日（日）
　　　大会役員　　丸山大会委員長、前川大会副委員長、安井、宮下、徳丸、乙幡　各理事
　　　大会結果　　詳細　Ｐ.１１～１４参照
　　　決勝大会＆表彰式　　１１月２４日（日）　昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施

コメント　 １部は　日立国際電気が　初優勝
台風の影響で雨天が多く日程消化に苦慮、各チームに感謝です

決勝大会　１６部全部が参加し熱戦が繰り広げられました。

　Ⅰ-2 第５１回ｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会結果
　　　大会期間　　８月１７日（土）～９月　１日（日）
　　　大会役員　　市川大会委員長、山崎大会副委員長、吉村、萩原、平岡、旭、佐藤、小池
　　　　　　　　　高木、宮崎、稲葉、徳丸、坂本、村松、鈴木　各理事
　　　大会結果　　詳細　Ｐ.１５～２０参照
　　　決勝大会＆表彰式　９月１日（日）　昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施

コメント　　３６７ペアが参加

　　　　　　本戦、予選ともに予備日使用せず予定通り終了

　　　　　　昨年に続き 参加者が多く、朝８時試合開始に協力頂き感謝しております。

　Ⅰ-3 ＯＬﾘｰｸﾞ結果
　　　大会期間第７１回（春季）　　３月２３日（土）～７月７日（日）
　　　　　　　第７２回（秋季）　　８月１０日（土）～12月１日（日）
　　　大会役員　　高木大会委員長、宮崎、稲葉大会副委員長
　　　　　　　　　委員：１部　瀬田 （東芝府中）２部　津丸 （ｵﾘﾝﾊﾟｽ）３部 　浅井（Chips）
　　　大会結果　　詳細　Ｐ.２１～２３参照
　　　第７１回春季表彰式 　　７月２０日（土）　ﾌｫﾚｽﾄｲﾝ昭和館にて実施
　　　第７２回秋季表彰式 　１２月　１日（日）　昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施
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Ⅱ.２０１９年度会計報告
　Ⅱ-１．一般会計
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　Ⅱ-２．特別会計（第５１回ｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会）

Ⅲ.会計監査報告
２０２０年１月1１日　会計監査の結果、上記の通り相違ありません。

会計監事 平岡克英

旭　輝久
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51

SPLASH A

第７２回

３部

桜井ふぁくとりーﾁｰﾑ６０

優　　勝

ｻﾑｽﾞｱｯﾌﾟ

参加ﾁｰﾑ数

黒猫組

黒猫組52第７１回

２部１部

３～４頁
別紙参照



Ⅳ.２０２０年度役員人事（案） ※が変更

会　　長 吉村　正（多摩平クラブ）

副 会 長   　 （競技総括） 丸山　寛（ｵｰﾁｬｰﾄﾞ）

理事長  　 　（会員総括） 萩原恒夫（帝　　人）

副理事長　　（総務総括） 鈴木晃郎（日野自動車）

副理事長　　（財務総括） 佐藤達郎（ＴＨＩ）

理事長補佐　（会員担当） 村松靖彦（ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ）

団体戦大会委員長 兼） 丸山　寛（ｵｰﾁｬｰﾄﾞ）

団体戦大会副委員長 前川悦一（ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ）

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会委員長 市川則夫（滝山中央TC）

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会副委員長 山崎美弘（立川ＧＴＣ）

ＯＬﾘｰｸﾞ大会委員長 ※ 稲葉麻由実（立川ＧＭ）
新任

ＯＬﾘｰｸﾞ大会副委員長 ※ 小池亜希子（八王子市役所） ※姫田清代（黒猫組）

理　事

安井康二（立川TC） 宮下文和（多摩平ｸﾗﾌﾞ） 坂本暁彦（IHI瑞穂）

徳丸　豊（ﾌｪｱﾘｰ） 乙幡英樹（立川ＴＣ）

監　　事  平岡克英（滝山中央ＴＣ） 旭　輝久（青梅TC）

退　　任 ※ 高木敬子（武蔵台TC） ※宮崎福子（シチズン）

- ５ -

２０２０. 1. 1８（土） 昭和の森ゴルフクラブにて
理事会終了後 撮影



Ⅴ.２０２０年度チーム変更
★新規加入申請ﾁｰﾑ

男性 女性 団体戦 OL 試合予定コート

1 T-madmen 齋藤　覚 18 1 無し

18 0 1 0

★退会団体、ﾁｰﾑ変更（追加・削除・名称変更）
登録No 退会
210 府中TC （Bは府中TCとして継続）
270 コニカミノルタ （B→A,C→B、D→C)
386 SPLASH
425 ロードー 〇 選手揃わず

428 セレソン
429 桜井ふぁくとりー
463 ROBING （OLは継続）
466 BOUNCER
★団体登録未提出（会則に従い、春季大会参加不可）
329 TEAM中原
342 オルオル
353

356 チームとんかつ
361 グリーンボールTC
409 eーTC
416 TAMANIWA22
439 むつごろう
460 SCRATCH

Ⅵ.２０２０年度事業計画（案）

　Ⅵ-1. 春季・秋季　団体戦大会
　大会期間 第１１１回（春季）　３月２０日（金）～７月　５日（日）
　大会役員 丸山大会委員長、前川大会副委員長、安井、宮下、徳丸、乙幡　各理事
　大会要綱 別紙ドロー参照
　表彰式　 ７月１８日（土）１８：３０～ ﾌｫﾚｽﾄｲﾝ昭和館にて実施予定
　選手変更登録期間　３月1日（日）～３月 13日（金）

　　　　　　　村松理事長補佐着　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　ymura0612@ybb.ne.jp
　大会期間 第１１２回（秋季）　８月８日（土）～１１月２２日（日）
　大会役員 丸山大会委員長、前川大会副委員長、安井、宮下、徳丸、乙幡　各理事
　大会要綱 実行委員会にて決定
　決勝大会＆表彰式　１１月２２日（日）昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施予定
　選手変更登録期間　 ７月 １９日（日 ）～ ７月 ３１日（金）
   　               村松理事長補佐着　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　ymura0612@ybb.ne.jp

　Ⅵ-2. 第５２回ｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会
　大会期間 ８月２２日（土）～９月６日（日）　予備９月１２日（土）
　大会役員 市川大会委員長、山崎大会副委員長、坂本、徳丸、平岡、旭、

吉村、萩原、稲葉、小池、姫田、佐藤 、村松、鈴木　各理事
　大会要綱 Ｐ.３４～３５ 参照

　Ⅵ-3　春季・秋季　OLリーグ大会
　Ⅵ-1-②　第９６回大会（秋季）　大会期間 第７３回（春季）　３月２０日（金）～７月　５日（日）

　表彰式　 ７月１８日（土）１８：３０～ ﾌｫﾚｽﾄｲﾝ昭和館にて実施予定
　選手変更登録期間　３月１日（日）～３月 １３日（金）　村松理事長補佐着

　大会期間 第７４回（秋季）　８月８日（土）～１１月２９日（日）
　Ⅵ-2　第４４回ｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会　決勝大会＆表彰式　１１月２９日（日）昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施予定

　選手変更登録期間　７月 １９日（日）～７月 ３１日（金）　村松理事長補佐着

　大会役員 稲葉大会委員長、小池・姫田大会副委員長
　各部委員　１ 部 川合（TKK）２部　林（ﾅﾁｭﾗﾙV）３部  高見（Y's club B）
　大会要綱 春季：別紙ドロー参照　　　秋季：実行委員会で決定

※ 団体戦秋季大会（含むOL）～ ドローの印刷と郵送を止めます。HPにて確認お願いします。
オープンダブルス大会も同様で進めるべく検討中です、募集案内迄に決めさせて頂きます。

- ６ -

団体戦１
団体戦１

No 団体（ﾁｰﾑ）名称 所在地 代表者

団体名

横河電機

府中市

団体戦１
団体戦１

A

団体戦１

OL

団体戦
C

18

追加 削除　 名称変更(新) 他
A

OL
F

　 団体戦１、OL１

人員構成

計

団体戦１
団体戦１
団体戦１

OLB

ﾁｰﾑ数



Ⅶ.２０２０年度予算（案）
　１）一般会計
　２）特別会計（第５２回ｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会）

- ７ - ７頁
別紙参照



第１０９回（２０１９春季）大会結果

部別　入賞チーム と 降格チーム

優　勝 準優勝

　１部 滝山中央TC 西武テニススクール フェアリーA ジョイブルドン 立川TCA 桜井ふぁくとりーA 生一超 BIT-TC

　２部 Ｙ２Ｇ３ 日立国際電気 HLTC-A BOUNCER-A Gontan 青梅TCA スイートポテト 立川GTCーA

　３部 Y'sclubB ウオーターTC 東芝府中ーA M45TC-A へんちくりんOB-A COOLDRIVE 浅間TC ベアーズFCB

　４部 ビバトスアップ 多摩庭球軍団 超反応 羽沢倶楽部A ブリヂストン-A TAMANIWA22 FLATTERS SNC

　５部 ウッディヒルTCA 東宝G NICT郵政 JOVA リユニオンTC 青梅TCB 日本電子A 南大沢TCB

　６部 黒猫組 百草TG 多摩TCB PAO-B 昭島TCA マスターズ 藤の台TCB YAMATE

　７部 アルファB チームPPSP フェアリーC とえにて 鉄道総研A TEXIO-TC 藤の台TCC ユーフォリア

　８部 チーム６０ フォスター THI ナチュラルV AtoZ NEC府中 八王子市役所 TEAM東大和

　９部 SR 昭和飛行機 むつごろう TTバーズ ラケッターズB 西国TC FATA 帝人A

１０部 カブトムシ 桜井ふぁくとりーB TFF 富士電機 アフターTC Grampus JPKTC 多摩エンジェルスC

１１部 GYK-A SUBARU GT ＭＫＮ 立川ルーデンス 日立MD事 南大沢TCC ルネサス武蔵

１２部 桜井ふぁくとりーC ホッヂポッヂ TEAM水ナイ リバティTC 東芝府中B 鹿島技研 ロビング SATC

１３部 じゃっくないふ ファザーライズ T-START－A カシオC 日野自動車B ホッピーズ フリースタイル ブリヂストン-C

１４部 ＳＴＣ 東京海上システム 日本電子B ４U ワンダーランド チャンス へんちくりんOB-B 横河電機

１５部 桜井ふぁくとりーD BOUNCER-B BSWテニス部 ウエストサイド-D シチズン時計B 館ヶ丘TCA グリーンエイダ EAST-B

１６部 チキンハートB HLTC-B 桜井ふぁくとりーE GYK-B

FATC、チャンス、日立国分寺は総会欠席のため109回大会出場停止

- ８ -

３位 降  格

１０９回大会から結果報告のハガキを廃止しました。多少の混乱は予測しておりましたが、まったく混乱もなくスムーズな移行
ができました。皆様のご協力に感謝いたします。表彰式は７月２０日(土)に昭和館で開催されました。参加チームは２３チームで
９チームが欠席と残念な結果となりました。他の部の方との交流の機会ですので、入賞チームは是非参加してください。１部で
は滝山中央ＴＣが優勝を飾りました。

＜総 括＞

７/２０（土） 昭和館にて表彰式を実施



第１１０回（２０１９秋季）大会結果

部別　入賞チーム と 降格チーム

優　勝 準優勝

　１部 日立国際電気 BOUNCER-A 滝山中央TC フェアリーA Chips ジョイブルドン Y2G3 西部テニススクール

　２部 ウォーターTC 生一超 東芝府中ーA M45TC-A ヤマヒロ BIT-TC 南大沢TCーA e-TCA

　３部 オーチャードA 見えたテニスクラブ スイートポテト 青梅TCA ウエストサイドB 羽沢倶楽部A BESTERS ベアーズFCA

　４部 ウッディヒルTCA セレソン ライジング３ へんちくりんOB-A AlmaFT 京王電鉄 ラケッターズA COOLDORIVE

　５部 F.メイト サムズアップ SNC 小金井市民ーA FLATTERS OKI 高幡TCA コニカミノルタA

　６部 とえてに アルファB フェアリーC 羽沢倶楽部B 日本電子ーA 南大沢TCB リュニオンTC 青梅TCB

　７部 YAMATE BIT-B チーム６０ マスターズ 藤の台TCB EAST-A 昭島TCA フォスター

　８部 昭和飛行機 ユ－フォリアー 藤の台TC-C 錦町TC 町田市役所A TTバース 鉄道総研A TEXIO-TC

　９部 桜井ふぁくとりーB カブトムシ 富士電機 TFF 八王子市役所 一番シンボル AtoZ NEC府中

１０部 F.A.T.A ブリヂストンB Take off 流域下水道 MBTC 多摩貝取TC GT 立川中里

１１部 桜井ふぁくとりーC 立川GM 府中TCB TEAM水ナイ JPKTC リバティTC 青梅TCC 高幡TCB

１２部 じ'ゃくないふ コニカミノルタD オリンパスB チームPAPAS 南大沢TCC ルネサス武蔵 小金井市民B 日立MD事

１３部 STC 東京海上システム ４U AgilentB ロビング カシオA 日本電子B AgilentA

１４部 BOUNCER-B 桜井ふぁくとりーD ウエストサイドD フェアリーB フリースタイル ブリヂストンC グリーンボールTC 帝人B

１５部 チキンハート-B HLTC-B GYK-B 桜井ふぁくとりーE チームShige DECTC 錦町TC-B コニカミノルタC

１６部 ボール行きます M45TC-B グリーンエイダ シチズン時計B

 - 1１ -

３位 降  格

１１/２4 (日） 昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて決勝大会を実施
次頁に優勝チームの写真を掲載しました。

秋季大会は、台風の影響等で日程消化が大変だったと思われましたが、皆様のご協力により期日までに消化して頂くことができました。決
勝大会は11月2４日(日)昭和の森テニスセンター１８面を使用しで行われました。今年も昨年同様、１部～１６部全チームの参加で行われ
ました。残念ながら表彰式は熱戦が繰り広げられた事から、試合時間が押したこともありセンターコートでは行えず、５番6番コートで行
いました。１部は、日立国際電気が初優勝に輝きました。

＜総 括＞



2019年11月24日
　昭和の森テニスセンター
　秋季団体戦決勝大会
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第５１回
オープンダブルステニス選手権大会結果報告

◆日　程
8/1７(土）8/１８(日）8/２４(土) 9/１(日） 9/７(土）

　一般女子A・B　混合Ａ・Ｂ ● ●
　一般男子A・B　男子４５才以上 ● ●
　男子55才以上 ●

　65才以上 ● ●

◆大会参加ペア数
201４年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

46回 47回 48回 49回 50回 51回 前年比較

一般男子A 67 56 80 82 92 82 -10
一般男子B 59 68 62 69 78 64 -14
一般女子A 29 32 35 32 37 43 +6
一般女子B 24 23 32 31 37 35 -2

混合Ａ 56 23 24 29 33 36 +3
混合Ｂ 56 57 62 55 57 +2

男子45以上 17 27 39 30 23 24 +1
男子55以上 10 8 14 19 20 16 -4
男子65以上 8 9 9 9 9 10 +1

計 270 302 352 363 384 367 -17
注）４６回大会までは混合は１種目のみの為混合Ａに結果を表示

◆優勝・準優勝者

種目 参加ﾍﾟｱ
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予　　選 予選＆本戦
種　　　目

予選
使用せず

本戦
使用せず

合　計 367

65才以上 10
遠藤 和美(SNC) 肥後 康一(多摩市)

赤毛   裕(昭島市) 馬   占江(南大沢TC)

男子55以上 16
松川 茂雄(立川GTC) 遠藤 誠司(立川TC)

藤井 良成(立川GTC) 本多 裕之(立川TC)

男子45以上 24
横田   浩(M45TC) 坪井 豪太郎(世田谷区)

南新 毅弘(相模原市) 斎藤   健(世田谷区)

混合Ｂ 57
四ノ原 冬徒(BOUNCER) 石川   学(フォスター)

河辺 真紀(ウェストサイドクラブ) 小川 雅美(相模原市)

混合Ａ 36
三田 圭輔(BOUNCER) 青木 勇樹(大田区)

三田 彩乃(BOUNCER) 後藤 叶恵(船橋市)

一般女子B 35
北村 雅美(浦安市) 三原 美紗子(八王子市)

范   林菲菲(目黒区) 辻   法子(八王子市)

一般女子A 43
垂石 菜美(江戸川区) 佐藤 千枝(品川区)

小林 まゆみ(大田区) 田村 豊美(府中市)

一般男子Ｂ 64
渡部   匠(カブトムシ) 山下 大輔(フォスター)

宮原 真敏(カブトムシ) 加藤 翔真(チキンハート)

優　勝 準優勝

一般男子Ａ 82
藤原   弥(Y2G3) 浦部 俊之(Y2G3)

浦部 貴史(Y2G3) 中林 直規(Y2G3)

日 程：予選・本戦共予備日を使用せず、予定通り終了できた。

参加数：前年に比べ１７組減（３６７組）の参加者となりましたが、このまま参加者数を維持したい。

反省と次回への課題

①参加者数増と日没対応の為、８時試合開始としたが、参加者の協力を得られ円滑な大会運営ができた。

②試合終了時における数分のコートの空きが進行に大きく影響する為、参加者の協力をお願いしたい。
③混合種目への参加者が定着し、このままの人気を維持していきたい。
④コート代、ボール代、消費税アップ等、費用増への対応。

＜総 括＞



第51回 オープンダブルステニス選手権大会 優勝者

日程：2019年8月17日、18日、9月1日
会場：昭和の森テニスセンター

＜一般男子Ａ＞　８2ペア参加 ＜一般男子Ｂ＞　６４ペア参加

＜一般女子Ａ＞　４３ペア参加 ＜一般女子Ｂ＞　３５ペア参加

＜混合Ａ＞　３６ペア参加 ＜混合Ｂ＞　５７ペア参加

＜男子45才以上＞　２４ペア参加 ＜男子55才以上＞　16ペア参加

＜65才以上＞　10ペア参加 ＜合計＞　３６７ペア参加
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◎　２０１９年度ＯＬリーグ第７１回春季大会結果 予選最終日：５月１９日

【予選リーグ結果】 期間：3月2４日～5月20日(予備日含む）

部 ブロック 1位 2位 3位 4位 実施月日 　　　　場　　　　　　所

Ａ SPLASH A ナチュラルV BOUNCER ベアーズB 5月11日 明治安田生命グリーンランド

1 Ｂ インザダーク 立川GM SATC チーム60 5月12日 農工大府中テニスコート

Ｃ ウエストサイドクラブ ラケッターズ LUCKY GIRLS ロビング 5月11日 瀬川テニスクラブ

Ｄ Gontan 生一超A 羽沢倶楽部 素浪人Ｂ 4月27日 ユウテニス

Ａ スティンガー 素浪人 崖っぷち Ｂ 東芝府中 4月14日 東芝府中

2 Ｂ 黒猫組 生一超B コニカミノルタ SPLASH B 5月18日 農工大府中キャンパス

Ｃ TeamSA HARA8 T.K.K. ベアーズFC・A 5月12日 コニカミノルタ

Ｄ TAMANIWA２２ Ys　club　B 崖っぷちA 桜井ふぁくとりー 5月11日 立川ルーデンステニスクラブ

Ａ サムズアップ ウォーターTC 錦町TC 日野自動車 4月13日 日野自動車

3 Ｂ 福生FTA MDC Chips MKN 5月12日 福生市営競技場

Ｃ ベアーズFC　C Ys　Club　A オリンパス － 4月20日 オリンパス

Ｄ FLATTERS ロードー Fresh Green － 5月4日 自治大学テニスコート

Ｅ Agilent 素浪人C － － 4月14日 大沢総合（三鷹市営）

Ｆ ●月●日

Ｆ どんぐり 西国TC フォスター 武蔵台TC 5月12 日 青梅市営コート

次回大会部昇格：２部　ブロック優勝チーム、３部　決勝大会３位以上のチーム
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・５２チームが参加しました。
・予選・決勝戦とも、日程どおり実施しました。
・決勝戦は、各部ごとに日程調整し実施しました。2部が１チーム準決勝不参加となりました。
・１部は「ＳＰＬＡＳＨ　Ａ」が３大会ぶりの優勝、２部は「黒猫組」が優勝、３部は「サムズアップ」が初優勝！
・表彰式は、団体戦と合同で実施しました。

《総括》《総括》

１部 7/6

優勝チーム

ＳＰＬＡＳＨ Ａ

準優勝チーム

Gontan

２部 6/16

優勝チーム
黒猫組

準優勝チーム
ＴｅａｍＳＡ

３部 6/23

優勝チーム

サムズアップ
準優勝チーム

どんぐり

2

2

■ 決勝トーナメント：５月２０日～７月７日（予備日を含む）各部で日程調整し実施 

<１部>            SF   Ｆ   SF  

 Ａ ＳＰＬＡＳＨ A     2      1      Ｃ ウエストサイドクラブ 

                    

 Ｂ インザダーク     1     2      Ｄ Ｇｏｎｔａｎ  

 

<２部> 

Ａ スティンガー                Ｃ ＴｅａｍＳＡ 

 

 Ｂ 黒猫組                  Ｄ ＴＡＭＡＮＩＷＡ２２  

 

<３部>                  

 Ａ サムズアップ                                   

 

 Ｂ 福生 FTA                          

Ｃ ベアーズ FC C                          

Ｄ ＦＬＡＴＴＥＲＳ 

Ｅ Ａｇｉｌｅｎｔ 

Ｆ どんぐり 

  

2 

3 

 

0 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

1 

2 
2 

 

2 

0 

 ｗo 

3 

 

0 



◎　２０１９年度ＯＬリーグ第７２回秋季大会結果

【予選リーグ結果】　大会期間：8月１０日～11月１７日

部 ブロック 1位 2位 3位 4位 実施月日 　　　　場　　　　　　所

Ａ ウエストサイドクラブ SPLASH A TAMANIWA　22 羽沢倶楽部 10/27(日) 立川ルーデンステニスクラブ

1 Ｂ 黒猫組 BOUNCER ラケッターズ SATC 11/2（土） 東京農工大学府中キャンパス

Ｃ ナチュラルV 生一超A インザダーク Team SA 10/19(土) 東京農工大学府中キャンパス

Ｄ LUCKY GIRLS Gontan 立川GM スティンガー 11/2（土） 昭和の森テニスコート

Ａ 素浪人　Ｂ Ys club　Ｂ Ａｇｉｌｅｎｔ T.K.K. 11月3日 オーチャードグリーンテニスクラブ

2 Ｂ チーム６０ サムズアップ 素浪人A コニカミノルタ 11月17日 農工大付中キャンパス

Ｃ 崖っプチA HARA８ ROBING ベアーズFC C 10月5日 オーチャードグリーンテニスクラブ

Ｄ 生一超 B ベアーズFC B 崖っプチ B どんぐり 11月9日 百草テニスガーデン

Ａ 桜井ふぁくとりー 福生FTA 錦町TC 西国TC 10月26日 福生市営コート

3 Ｂ チャンス Y's club A FLATTERS フォスター 11月4日 オーチャードグリーンテニスクラブ

Ｃ Chips ベアーズFC　A 日野自動車 － 11月10日 日野自動車

Ｄ 東芝府中 ロードー 武蔵台TC － 11月10日 東芝府中テニスコート

Ｅ Fresh Green MDC オリンパス － 11月10日 オリンパス

Ｆ SPLASH　B 素浪人　C 11月9日 大沢総合テニスコート

次回大会部昇格：２部　ブロック優勝チーム、３部　決勝大会３位以上のチーム

次回大会部降格：１部　ブロック４位、２部　ブロック４位

【決勝トーナメント結果】
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・５３チームがエントリー、５１チームが参加しました。
・予選は台風などの影響で予備日のブロックもありましたが、期日までに実施できました。
・決勝戦は、昭和の森テニスセンターで行いました。３部が１チーム準々決勝不参加となりました。
・１部は「黒猫組」が８大会ぶりの優勝、２部は「チーム６０」、３部は「桜井ふぁくとりー」が各々優勝となりました。
・表彰式は、当日コートで１～３部合同で実施し、優勝、準優勝チームに賞品を授与しました。

(WO) MKN、ｳｫｰﾀｰTC

ー ー ６ー００３ー６ ３ー６ー （２）７－６６－２ ２１１ ０３２ ３１ ０ ２２ １１－６

《総括》《総括》

１部

優勝チーム

黒猫組

準優勝チーム

LACKY GIRLS

２部

優勝チーム

チーム６０
準優勝チーム

生一超 Ｂ

３部

優勝チーム

桜井ふぁくとりー
準優勝チーム

ＳＰＬＡＳＨ Ｂ
2

2

■ 決勝トーナメント：１２月１日（日）昭和の森テニスセンター 

<１部>            SF   Ｆ   SF  

 Ａ ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ                    Ｃ ナチュラル Ｖ 

                    

 Ｂ  黒猫組                   Ｄ ＬＵＣＫＹ ＧＩＲＬＳ 

 

<２部> 

Ａ 素浪人 B                  Ｃ 崖っプチ Ａ 

 

 Ｂ チーム６０                  Ｄ 生一超 Ｂ 

 

<３部>                  

 Ａ 桜井ふぁくとりー                                   

 

 Ｂ チャンス                          

Ｃ Ｃｈｉｐｓ                          

Ｄ 東芝府中 

Ｅ Fresh Green 

Ｆ ＳＰＬＡＳＨ B 

  

2 

2 

 

1 

2 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

2 

3 

3 

 3 

0 

 

ｗo 

2 

1 

2 2 

1 1 



　　2019秋季OLリーグ決勝大会
1部優勝・準優勝

表彰式

２部優勝・準優勝 大会の様子

３部優勝・準優勝

 - ２３ -

　　　　　　　　　　　　　　　　　2019.12.1（日）昭和の森TC



　会員各位へのお願い事項
１．年会費振り込みについて
　今年度の年会費は下記口座へ入金をお願い致します。
　入金の期限は4月末日ですのでよろしくお願いします。
　振込の際、振込者に
　　チームコード（数字３桁）＋団体名（カタカナ又はローマ字 ）＋参加チーム数
　　（団体戦はＤの後にﾁｰﾑ数をＯＬはＬの後にﾁｰﾑ数を記入）
　　１２文字以内で入力して下さい。１２文字を超える場合は、団体名を短縮下さい。
　　（例：２△△多摩社会人ＴＣ 団体３ﾁｰﾑ、ＯＬ２ﾁｰﾑ参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒ ２△△タマシャカＤ３Ｌ２　）

　入金口座：三菱UFJ銀行　国立支店
　口座番号： 1591867 普通預金　多摩社会人テニス協会

　責任者　：　佐藤 達郎（さとう　たつろう）

　　　振込み間違いによるトラブルが発生しております
　　　下記を参考にして頂き、間違いの無いように振込みお願い致します。

No 参加パターン 年会費 団体戦 ＯＬ 計
1 団体戦1ﾁｰﾑのみ参加 10,000 5,000  15,000
2 団体戦1ﾁｰﾑ+ＯＬﾘｰｸﾞ1ﾁｰﾑ参加 10,000 5,000 3,000 18,000
3 団体戦2ﾁｰﾑ参加 10,000 10,000 20,000
4 団体戦2ﾁｰﾑ+ＯＬﾘｰｸﾞ1ﾁｰﾑ参加 10,000 10,000 3,000 23,000
5 団体戦3ﾁｰﾑ参加 10,000 15,000 25,000
6 団体戦3ﾁｰﾑ+ＯＬﾘｰｸﾞ1ﾁｰﾑ参加 10,000 15,000 3,000 28,000
7 団体戦2ﾁｰﾑ+ＯＬﾘｰｸﾞ2ﾁｰﾑ参加 10,000 10,000 6,000 26,000
8 ＯLﾘｰｸﾞ1ﾁｰﾑのみ参加 10,000 3,000 13,000

新規加入ﾁｰﾑは上記＋入会金 10,000を加算

２．年会費領収書の発行について
　　要望のあった団体にのみに領収書を発行することとさせて頂いております。
　　領収書発行を要望する団体は、会計総括（佐藤）宛に送付先住所等を明記し
　　３月末日迄に申込み下さい。　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　tatsurosato@cilas.net

３．団体登録＆選手登録 「日程厳守」のお願い
　◆団体登録名簿＆選手登録は、毎年１２月中旬までに提出をお願いします。
　※期日を守らない団体は登録無しとして扱いますので注意して下さい。

４．団体戦での結果報告について
　◇ 団体戦結果報告に関し 結果の報告が葉書で来ています⇒廃止していますので徹底下さい。
　◇ 団体戦結果報告は早期（終了後２日以内）にＨＰへ掲載して下さい。
　◇ 一般団体戦規則第５条１１の遵守
　　結果報告は必ず、合計８ポイントで報告して下さい。
　‘０６年度より適用しておりますが、数試合が８ポイントにならない報告があります。
　　対戦相手と話し合い勝敗数を合計８ポイントになる様に決めた上で報告お願いします。

５．春季団体戦、ＯＬ春季大会 表彰式への参加を必ずお願いします。
　◇毎年 春季（団体戦、ＯＬ）の優勝・準優勝チームの表彰式を昭和館で実施しておりますが
　　参加チームが減少しており大変残念です。
　　団体戦は最低でも１０名の方が試合に参加されている訳で
　　調整の上で必ず代理の方でも参加して頂けますようお願い致します。
　※不参加チームには優勝・準優勝カップ（盾）の郵送は行いません！
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2020年度登録

内容 期間 備考

春季変更登録 2020/3/1(日)～3/13(金) 代表者、連絡者、選手変更がある団体のみ提出

秋季変更登録 2020/7/19(日)～7/31(金) 代表者、連絡者、選手変更がある団体のみ提出

2021年度登録

内容 期間 備考

団体&選手登録 2020/11/30(月)～12/13(日) 全団体提出（提出がない団体は春の大会参加不可）



2020年 3月
多摩社会人テニス協会

会長　吉村　正

2019年度
多摩社会人テニス協会　総会のご案内
 テニスシーズンを間近に控え、皆様方におかれましては益々ご清栄のことと
お慶び申し上げます。

 2019年度多摩社会人テニス協会 総会案内を送付いたします。

 各団体に於かれましては 代表の方 又は代理の方の出席をお願い致します。

 総会に欠席された団体は春季団体戦 及び 春季OLリーグの参加が
 出来なくなりますのでご注意下さい。

記

Ⅰ.日　時 ： ２０２０年３月１５日（日）１８：３０～２１：００

受付開始　　１８：1０～

Ⅱ.場　所 ： たましんＲＩＳＵＲＵホール（立川市市民会館）３階小ﾎｰﾙ
　Tel:042-526-1311

　 〒190-0012     立川市錦町３－３－２０

・ＪＲ中央線/南武線/青梅線/五日市線　立川駅下車　徒歩１３分
・多摩都市ﾓﾉﾚｰﾙ　立川南駅下車　徒歩１２分
・ＪＲ南武線　西国立駅下車　徒歩７分

★車で来場の場合は近隣の駐車場を自己負担で利用してください。

Ⅲ.議　題 ： １）２０１９年度事業並びに収支報告

２）２０２０年度事業計画並びに予算審議

３）その他

　総会資料を同封しますので 事前に精読し資料の持参をお願い致します。
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たましん
RISURUﾎｰﾙ

お願い事項
●会場座席数の関係から、各団体１～２名以内の参加でお願い致します。
●受付時 団体No（封筒宛名右下に記載）をお知らせ願います。

スムースに受付が進みます、ご協力お願いします。

今回は、会場の関係で日曜日開催です
お間違いの無きよう お願い致します。



主　催： 多摩社会人テニス協会

協　賛： ブリヂストンスポーツ株式会社、ヨネックス株式会社、グローブライド株式会社

1 期　日 　と　種　目

●予　選 2020年8月２２日（土）・8月２３日（日） 　◎予備日：8月２９日（土）

●本　戦 2020年9月  ６日（日）　　　　　　　　　    ◎予備日：9月１２日（土）

　※天候その他の理由により日程が変更になる場合があります。

　※エントリー数が１0ペア以下の場合は本戦のみとなります。

　※エントリー数が　８ペア未満の種目はドロー会議で大会可否を決定します。

　　大会否の場合は申込者に種目変更を打診します。

　※混合１種目と混合以外の１種目との組合せのみ複数エントリー可、その他は不可です。

8/２２（土） 8/２３（日） 8/2９（土） 9/６（日） 9/１２（土）

◎ 予備日 ◎ 予備日

◎ 予備日 ◎ 予備日

◎ 予備日 ◎ 予備日

◎ 予備日 ◎ 予備日

◎ 予備日 ◎ 予備日

◎ 予備日 ◎ 予備日

◎ 予備日 ◎ 予備日

◎ 予備日 ◎ 予備日

◎ 予備日 ◎ 予備日

2 会　場 ：昭和の森テニスセンター（人工芝コート）

　昭島市田中町６００番地　　☎042-543-2103

3 参加資格

●　一般社会人（学生を除く）

●　男子45才以上 （1975年12月31日以前生まれの男子）

●　男子55才以上 （1965年12月31日以前生まれの男子）

●　65才以上(男女問わず) （1955年12月31日以前生まれの方）

●　昨年一般男子Ｂ、一般女子Ｂ、混合Ｂでベスト４の方は一般男子Ａ、一般女子Ａ、混合Ａに

　　エントリーをお願い致します。

●　過去３年間に於いて男子Ａ、混合Ａのいずれかでベスト１６、女子Ａにてベスト８

　　進出者はペアに関係なく全てＡ種目へのエントリーと致します。

●　６５才以上の種目におきましては、ペアの男女を問いません。

4 試合方法

●　トーナメント方式　８ゲーム１セットマッチ（８－８　７ポイントタイブレーク）

　　　　　　　　　　　※ノーアドバンテージ方式とする

●　全試合　セルフジャッジ

●　１Ｒ 又は 初戦敗退ペアはエキジビションマッチに参加できます。

　　但し、本選の試合の都合、天候等で中止させて頂くことがあります。

●　予選の予備日を使用時は試合方法の変更があり得ます。

5 試合球 ：ブリヂストン　ＸＴ-８

6 参加料 ：　６,０００円（１ペア）
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混合Ａ

混合Ｂ

男子45才以上

一般男子Ａ

第５2回多摩社会人オープンダブルステニス選手権大会

予　選 本　戦

65才以上（男女問わず）

男子55才以上

一般男子Ｂ

一般女子Ａ

一般女子Ｂ



7 申込み方法

●　郵便振替用紙「払込取扱票」を使用してお申込みください。

●　「払込取扱票」用紙は、必ず１ペア１枚の使用にてお申込みください。

●　通信欄に種目・氏名（フルネームとふりがな）・住所・電話・多摩社会人テニス協会所属団体・

       前年実績(男子Ａ、混合Ａは本戦ベスト８以上、他種目は本戦ベスト４以上の方)

　　を楷書でハッキリとお書きください。裏表紙の記入例を参考にお願いします。

●　大会事務局より送られた赤枠の「払込取扱票」使用の場合は払込料金は大会事務局

      の負担となりますが、青枠の「払込取扱票」使用の場合は申込者負担となります。

●　払込取扱票（赤枠）がご入用の場合は、問い合わせ先に連絡ください。郵送いたします。

　　《振込先》      口座番号 　 ００１７０－０－２８８３３

　　      口座名 　 多摩社会人テニス協会

8 申込み受付期間

　2020年 4月1日（水） ～  6月30日（火）　郵便振り込み手続き完了

9 ドロー会議

　2020年  7月18日（土）　午後１時～　たましんＲＩＳＵＲＵホール会議室予定

　　　注１） ドロー会議は理事にて行いますので、大会出場者の方の参加は任意です

　　　注２） 会場予約（３ヶ月前にて受付）の都合により会場変更となる場合有ります

10 ドロー発表

　2020年  7月 27日（月）　以降

●ホームページにて発表致しますので、各自で確認してください。

　アドレス　　http://www.tamashaka.org

11 その他

●申込み受付け後の変更、キャンセルはドロー会議前日までとし、ドロー会議日以後の

　変更、キャンセルは受け付けません。

●本戦（予備日含む）が天候・災害等の都合により中止された場合は、会場の空き状況

　により、予備日（ａ）の予備日（ｂ）を新たに設定し大会を実施する場合があります。

　その場合の連絡は、実施できなかった日（予備日（ａ））に、予備日（ｂ）の日程を

　ホームページに掲載致します。

●万一、天候・災害等により大会種目が予選大会開始前（当日含む）に中止となった場合は、

　原則として、参加料を返却致しますが、その際は大会準備経費などを差し引かせて頂きます。

　詳細連絡はホームページに掲載致します。

●逆に好天の場合は予備のコートを有料で貸し出します。（8/29(土)16面、9/12(土)10面）

　貸し出し対象者は、多摩社会人テニス協会加入団体と致します。料金は別途設定致しますが、

　１面１日単位で１週間前迄の予約受付となります。希望者は大会事務局までお問合せください。

●出場者全員は損害保険に加入しています。保険適用は自宅出発時から帰宅時迄となります。

●不慮の事故、障害については当協会は一切の責任を負いかねますので万全の体調で試合にお臨み

　ください。会場には医師及びトレーナーは常駐しておりませんので、予めご承知置きください。

●本大会申込書に記載頂きました個人情報につきましては、損害保険加入及び大会に係わる

　諸連絡に使用いたしますとともに、氏名・所属につきましては本大会のプログラムに掲載

　いたします。尚、その他の個人情報につきましては、本人の同意を得ることなく第三者に

　提供いたしません。

●申込みに関する問い合わせ先

　大会事務局　    　電話:                        E-mail : 

　電話番号・メールアドレスとも、大会要項に記載致します。

※ ●大会ドローの印刷を止める方向で検討しています、HPでの確認のみ。

　募集時点では、どちらとするか決めて募集案内をさせて頂きます。
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