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2018年 3月 17日

２０１７年度
多摩社会人庭球連盟総会 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.２０１７年度事業報告

　Ⅰ-1. 第１０５回（春季）.第１０６回（秋季） 大会 　 丸山 大会委員長
　 　

　Ⅰ-2. 第 ４９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 ６７回（春季）.第 ６８回（秋季） OLﾘｰｸﾞ 　 高木 大会委員長

Ⅱ.２０１７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.２０１８年度役員人事（案）承認 吉村 会長

Ⅴ.２０１８年度新規加盟ﾁｰﾑ審議 吉村 会長

Ⅵ.２０１８年度事業計画（案） 吉村 会長

　Ⅵ-1. 第１０７回（春季）.第１０８回（秋季）大会 （丸山 大会委員長）

　Ⅵ-2. 第５０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６９回（春季）.第７０回（秋季）OLﾘｰｸﾞ （高木 大会委員長）

Ⅶ.２０１８年度予算（案） 佐藤 副理事長

Ⅷ.会則見直し（案） 鈴木 副理事長

Ⅸ.連盟からのお願い事項 村松 理事長補佐

◎ 質疑応答

◎ 閉会の辞 丸山 副会長
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Ⅰ.２０１７年度事業報告
　Ⅰ-1-① 第１０５回大会（春季）結果
　　　大会期間　　３月２５日（土）～７月９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、棈松 各理事
　　　大会結果　　詳細　Ｐ.８～１０参照
　　　表彰式　　　７月２２日（土）　ﾌｫﾚｽﾄｲﾝ昭和館にて実施

コメント　 ２５０チームが参加、１部は　フェアリーＡが２０回目の優勝！

違反行為（登録していない選手が出場）が発生し残念な結果です。

表彰式　２４/３２チームが参加し盛り上がりました。（8ﾁｰﾑは欠席）

　Ⅰ-1-② 第１０６回大会（秋季）結果
　　　大会期間　　８月１２日（土）～１１月２６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、棈松 各理事
　　　大会結果　　詳細　Ｐ.１１～１４参照
　　　決勝大会＆表彰式　　１１月２７日（日）　昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施

コメント　 ２４７チームが参加、１部は　滝山中央ＴＣが　８回目の優勝
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　１３/１６部が対戦し熱戦が繰り広げられました。

　Ⅰ-2 第４９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１９日（土）～９月　３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、
　　　　　　　　　高木、宮崎、稲葉、徳丸、坂本、村松、鈴木　各理事
　　　大会結果　　詳細　Ｐ.１５～２１参照
　　　決勝大会＆表彰式　９月３日（日）　昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施

コメント　　３６３ペアが参加（過去最高）

　　　　　　天候に恵まれ予備日を使わずに開催できた。

　　　　　　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６７回（春季）　　３月２５日（土）～７月９日（日）
　　　　　　　第６８回（秋季）　　８月１2日（土）～12月３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 並河（Gontan）、２部 中島（Y's clubA）、３部 喜多（ｽﾃｨﾝｶﾞｰ）

　　　大会結果　　詳細　Ｐ.２２～２４参照
　　　第６７回春季表彰式 　　７月２２日（土）　ﾌｫﾚｽﾄｲﾝ昭和館にて実施
　　　第６８回秋季表彰式 　１２月　３日（日）　昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施
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Ⅱ.２０１７年度会計報告
　Ⅱ-１．一般会計
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　Ⅱ-２．特別会計（第４９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
２０１８年２月ＸＸ日　会計監査の結果、上記の通り相違ありません。

会計監査 平岡克英

旭　輝久
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参加ﾁｰﾑ数

ｽﾌﾟﾗｯｼｭＡ

ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ

３部

素浪人Ｂ第６７回

１部

Gontan54

２部

黒猫組

優　　勝

56第６８回 桜井ふぁくとりー



Ⅳ.２０１８年度役員人事（案） ※印が変更

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 高木敬子（武蔵台ＴＣ）

ＯＬﾘｰｸﾞ大会副委員長 宮崎福子（シチズン） 稲葉麻由実（立川ＧＭ）

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） 小池亜希子（八王子市役所）

監　　事  平岡克英（滝山中央ＴＣ） 旭　輝久（青梅TC）

退　　任 ※棈松雄樹（ｵｰﾁｬｰﾄﾞ）

- ５ -

Ⅴ.２０１８年度チーム変更

２０１８. 1. 1３（土） 昭和の森ゴルフクラブにて
理事会終了後 撮影

本日撮影



★新規加盟申請ﾁｰﾑ

男性 女性 団体戦 OL 試合予定コート

1 4Univeristy 佐藤健一 20 1 1 大学コート、私営コート

2 NeoMDC 池田晋大 12 2 1 福生市営コートなど

3 Alba Tennis Club 深井尚明 15 1 稲城市民コート、私営コート

4 STC 大木和弥 10 4 1 立川ルーデンスなど

57 7 4 0

★退会団体、ﾁｰﾑ変更（追加・削除・名称変更）
登録No 退会
348 TTC ○
384 フロム忠生 ○
454 リザーブドックス ○
461 ＡＴＳＯ ○
204 富士重工 (株)SUBARU三鷹硬式ﾃﾆｽ部
317 ＮＫＤ NEXCO
340

429 桜井ふぁくとりーＤ
466 ＢＯＵＮＣＥＲ　Ｂ
483 福生ＦＴＡ　
265 富士電機
327 昭島ＴＣ　Ａ A削除（B→A,C→B)
425 ロードー　 OLのみ残る
434 錦町ＴＣ OLB→A

Ⅵ.２０１８年度事業計画（案）

　Ⅵ-1. 春季・秋季　団体戦大会
　大会期間 第１０７回（春季）　３月２４日（土）～７月　８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２１日（土）１８：３０～ ﾌｫﾚｽﾄｲﾝ昭和館にて実施予定
　選手登録期間　３月１８日（日）～３月 2３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１０８回（秋季）　８月１１日（土）～１１月２５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２５日（日）昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施予定
　選手登録期間　 ７月 ２２日（日 ）～ ７月 ２９日（日）
   　               村松理事長補佐着　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　ymura0612@ybb.ne.jp

　Ⅵ-2. 第５０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１８日（土）～９月２日（日）　予備９月８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、高木、宮崎、稲葉、小池、鈴木、佐藤 、村松 各理事
　大会要綱 Ｐ.３７～３８ 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６９回（春季）　３月２４日（土）～７月　８日（日）

　表彰式　 ７月２１日（土）１８：３０～ ﾌｫﾚｽﾄｲﾝ昭和館にて実施予定
　選手登録期間　３月１８日（日）～３月 ２３日（金）　村松理事長補佐着

　大会期間 第７０回（秋季）　８月１１日（土）～１２月　２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　１２月　２日（日）昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰにて実施予定

　選手登録期間　７月 ２２日（日）～７月 ２９日（日）　村松理事長補佐着

　大会役員 高木大会委員長、宮崎・稲葉大会副委員長
　各部委員：１部　小野田 （ﾛｰﾄﾞｰ）２部　姫田 （黒猫組）３部 　土方（ﾌｫｽﾀｰ）

　大会要綱 春季：別紙ドロー参照　　　秋季：実行委員会で決定

- ６ -

Ⅶ.２０１８年度予算（案）
　１）一般会計
　２）特別会計（第５０回ｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃﾆｽ選手権大会）

- ７ -

○

No 団体（ﾁｰﾑ）名称 所在地 代表者

団体名

ウエストサイドクラブＤ

国立市
羽村市

○

ﾁｰﾑ数

64

追加 削除　 名称変更(新) 他

○
OＬ Ａ

人員構成

計

○
○

ＯＬ
OＬ

稲城市
昭島市





　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：三菱東京UFJ銀行　国立支店
　口座番号： 1591867 普通預金　多摩社会人庭球連盟

　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

新規加盟ﾁｰﾑは上記＋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
　◆団体登録名簿は、毎年１２月中旬までに提出をお願いします。
　　毎年同じ団体から提出が遅れております。
　※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。
　◆選手登録名簿も同様です⇒春季団体戦及び春季OLリーグの登録期間は
　　３月１8日（日）～３月２3日（金）ですので日程厳守でお願い致します。

４．団体戦での結果報告について
　◇ 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。
　◇ 葉書での結果報告を徹底願います。
　　葉書が無いとの問い合わせが多く、'07年度から各団体に葉書を多目に配布しています。
　　万が一 葉書が無い場合は、HPに葉書と同じ様式を掲載してありますので、
　　ダウンロードして葉書に印刷して報告をお願い致します。
　　又、オーダー交換はフルネームで行い

葉書へもフルネームを記入し報告をお願いします。
　◇ 余った葉書は、総会時にお持ちください、活用させて頂きます。
　◇ 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・準優勝カップの郵送は行いません！
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次頁に
登録関連提案あり

葉書の廃止に関しては
継続して検討中です。



2018/3/17

登録関連　変更提案

理事長補佐（会員担当）　村松

登録関連について、現状の課題を鑑み下記変更を提案する。

＜現状課題＞

◆昨年12月初旬に団体登録の案内をメール、HP掲載にて実施。締切日12/17から12日後の12/29において、

　203団体中、14団体が提出なし、17団体が提出遅れ、15団体が内容不備。全団体の登録完了が1/10。

　これまでは、上記団体に役員から連絡を取り、登録終了まで催促を実施。特にペナルティは無し。

◆登録ファイル形式が、団体登録はワード、選手登録はエクセルと異なっており、提出側、役員側ともに負担有。

＜変更案＞

◆団体登録と選手登録を、エクセルファイル1つに集約した新形式を採用する。

◆団体登録シートは、変更部分のみを赤字表記とし、前年度のファイルを流用しやすくする。

　⇒団体と担当役員の作成負担軽減。

◆団体登録と選手登録を、12月（日程は前年度の総会時に提示）に同時提出とする。

◆春の登録は、代表、連絡者、選手変更する団体のみ、総会前の提示期間内に提出。

◆秋の登録も、代表、連絡者、選手変更する団体のみ、秋の大会開始前の提示期間内に提出。

　⇒団体の提出と、担当役員の受領の負担軽減。

◆団体登録と選手登録の提出期限が守られなかった団体は、春の大会に参加できないペナルティを課す。

　⇒総会出席と同等の義務とし、登録提出期限厳守の意識向上を図る。

◆2018年度は従来通りの登録を実施し、2019年度から新制度へ移行する。

2018年度登録

内容 期間 備考

団体登録 2017/12/2～12/17 従来通り（終了）

春選手登録 2018/3/18～3/23 従来通り

秋選手登録 2018/7/22～7/29 従来通り

2019年度登録（案）

内容 期間 備考

団体&選手登録 2018/12/1～12/16 期限内に提出がない団体は、春の大会参加不可

春登録変更 2019/3/2～3/15 代表者、連絡者、選手変更する団体のみ、左記期間にて提出

秋登録変更 2019/7/21～8/4 代表者、連絡者、選手変更する団体のみ、左記期間にて提出
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2018年 3月
多摩社会人庭球連盟

会長　吉村　正

2017年度
多摩社会人庭球連盟　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。

 2017年度多摩社会人庭球連盟 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 ： ２０１８年３月１7日（土）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）２０１7年度事業並びに収支報告

２）２０１8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。


