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定 期 総 会 次 第 

 

1． 開     会 

 

2． あいさつ 

 

3． 議     事 

（１） 令和元(2019)年度会務報告について 

（２） 令和元(2019)年度収入支出決算について 

（３） 令和２(2020)年度事業計画（案）について 

（４） 令和２(2020)年度収入支出予算（案）について 

（５） 令和２(2020)～３(2021)年度役員、評議員、委員の改選

について 

 

 

４．そ の 他 

 

５．閉     会 
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No. 登録№ ク　ラ　ブ　名 代　表　者　名 連　絡　者　名 評議員

01 01 アキレスＴＣ 戸田　真弘 戸田　真弘 戸田　真弘

02 03 足利グリーン 入沢　伸年 入沢　伸年 入沢　伸年

03 05 足利みなみ 高澤　英之 高澤　千恵子 縫田　邦彦

04 06 足利ローン 柴田　三千夫 菊池　健一 菊池　健一

05 07 アレックス 石川　大輔 前川　芳朗 石川　大輔

06 08 サンデー 宮坂　徹 今　　忠勝 渡辺　宙之

07 09 ロゼ 大美賀　一雅 大美賀　一雅 大美賀　一雅

08 10 ジャルダン 大竹　博之 大竹　博之 大竹　博之

09 14 足利エースアカデミー 鈴木　邦彦 浦部　延子 重松　千恵子

10 17 ふぇぶれす 高田　和男　 五十嵐　猛 尾沼　正隆

11 18 足利ジュニア 宮沢　美代子 宮沢　美代子 理事会決定により、登録料減免

12 20 足利大学 田中　翔悟 小菅　優斗 中山　海斗

13 22 ラウ゛・オール 鈴木　和彦 鈴木　和彦 影山　裕右

14 27 ラベンダー 高柳　健治 木南　延年 堀越　定男

15 28 高体連 安塚　正史 安塚　正史 理事会決定により、登録料減免

16 29 チームU＆T 砺波　哲也 砺波　哲也 砺波　哲也

17 30 リバーテニススクール 河内　良容 河内　良容 河内　一則

18 33 ミクリヤＴＣ 千保木　健一 柴崎　邦夫 吉田　文彦

令和元年度会務報告

１．加盟団体
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２．　平成31年度行事結果

（１）　協会・市関係

優勝 準優勝

男子A級

両角　賢一郎 石川　祥 河内　良太 菊地　廉 24人

足利ローン 足利ローン 足利ローン 足利ローン

男子B級

永松　昭仁 中島　善夫 丹羽　孝明 河内　貴行 50人

チームU＆T みくりやＴＣ チームU＆T リバーテニススクール

男子C級

荒井　雄介 秋山　翔 清野　恭一 松下　裕樹 8人
リバーテニススクール リバーテニススクール 足利ローン 足利ローン

女子A級

0人

4/6(土)

第47回 4/7(日) 総合運動場 女子B級

会長杯大会 4/13(土) テニスコート 平野　愛実 韮塚　水織 藤澤　真由美 小倉　悠可 17人

4/21(日) リバーテニススクール リバーテニススクール 足利ローン 足利女子高校

5/6（祝） ベテラン男子40才以上

鈴木　和彦 小島　繁幸 4人

ラヴ・オール 足利ローン
ベテラン男子50才以上

遠藤勝也 芹沢　千里 川島　正巳 後藤　英美 18人

チームＵ＆Ｔ ジャルダン サンデーＴＣ アキレス
ベテラン男子60才以上

斉藤　善久 砺波　哲也 浦部　忠久 原　弘 15人

足利みなみ チームU＆T チームU＆T 足利みなみ

男子小学生

田鶴　真大 川上　拓真 田鶴　創大 星野　彩人 17人
リバーテニススクール リバーテニススクール リバーテニススクール リバーテニススクール

女子ジュニア

戸田　瑛未花 田代　歩未 4人
リバーテニススクール リバーテニススクール

100才

芹澤　千里 中村博敏

星野　ますみ 園田恵子 4組

第20回 ジャルダン 上武大学

足利シニア 5/12(日) 総合運動場 足利ローン 笠懸テニスクラブ

オープン      5/19(日） テニスコート 110才

テニス大会      5/25(土）

若山　恵一

若山　理美 3組

サンデー

足利ローン

120才

飯塚　繁男

小林　美佐子 3組

足利みなみ

足利みなみ

130才

行川孝子 粕川幸司 9組

石井　真 鹿野豊子

フリー ジャルダン

ラベンダー ローズテニス
男子60才ダブルス

砺波　哲也 斉藤　善久 5組

若山　恵一 飯塚　繁男

チームＵ＆Ｔ 足利みなみ

サンデー 足利みなみ

A級

飯塚　朋美 松本　恭子 久住　真里子 平出エリ子

佐山　幸子 福岡　幸江 鈴木　貴子 加賀谷英子 12組

サンテニス クロスポイント ラヴ・オール 太田レ

エンデバー 足利ローン ラヴ・オール 太田レ

第38回 5/23(木) 総合運動場 B級

レディース大会      5/24(金） テニスコート

工藤美和子 遠藤　律子 桜井　るり子 斎田　京子

吉原貴子 倉沢　千代 佐竹　俊子 小川　順子 13組

伊勢崎レディース 足利みなみ 足利みなみ 足利みなみ

伊勢崎レディース 足利ローン 足利みなみ 太田レディース

件名 期日 会場
戦績

三位
参加人員
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戦績

優勝 準優勝 三位

1位トーナメント

河内　良容 出口　洋志 小島　繁幸 松葉　直樹

第38回 韮塚　水織 出口　利美 金子　晴美 星野　ますみ

矢部杯混合 5/26（日) 総合運動場 リバーテニススクール チームＵ＆Ｔ 足利ローン 足利ローン

ダブルス 6/8（土) テニスコート リバーテニススクール チームＵ＆Ｔ 足利みなみ 足利ローン

テニス大会 6/16（土) 2位トーナメント

伊原　慎吾 松村　智也 久保田　桂輔 田島　基豪

柴田　佳穂 小林　かほり 石川　さよみ 田島　章子

足利ローン 足利ローン 足利ローン アキレス

足利ローン 足利ローン 足利みなみ 足利ローン

男子 

第41回 1部 43チーム

クラブ対抗 7/21(日) 総合運動場 ラヴ･オールA 足利ローンB 足利ローンC

テニス大会 7/28(日) テニスコート

8/18(日) 2部

足利みなみA 足利ローンE 足利ローンC

女子

1部 12チーム

足利ローン A 足利みなみ A ジャルダンA

女子

2部

リバーA 足利みなみC

４年生以下の部

第14回 根本　虎宙 戸田　雄晴 目崎　凰介 10人

両毛ジュニア 7/23（火） 総合運動場 鹿沼テニス協会 リバーテニススクール リバーテニススクール

テニス大会 テニスコート ６年生以下の部

星野　彩人 田鶴　創大 佐久間　海地 板倉　開士 18人

リバーテニススクール リバーテニススクール リバーテニススクール OTSC

ジュニア（ダブルス）

浅田　優 秋山　結衣 高澤　優太 4組

野村　悠真 福地　陽菜 小林　浬翔

リバーテニススクール リバーテニススクール 足利みなみ

リバーテニススクール リバーテニススクール 足利みなみ

男子A

小竹　俊行 松葉　直樹 鈴木　和彦 金子　正二
大和　秀行 小島　繁幸 田島　基豪 田村　憲一 9組

第57回 ラヴ・オール 足利ローン ラヴ・オール 足利ローン

足利市民 9/1(日) 総合運動場 足利ローン 足利ローン アキレス 足利ローン

総合選手権 9/8(日) テニスコート 男子B

大会 9/15(日) 須藤　彰 河内　純 柏﨑　秀明 早乙女　達也

10/5(土) 須藤　尋 河内　貴行 須藤　広大 柴崎　邦夫 28組

10/6(日) リバーテニススクール リバーテニススクール リバーテニススクール みくりやTC

10/20(日) リバーテニススクール リバーテニススクール リバーテニススクール みくりやTC

男子シングルス

河内　良容 松村　智也 菊地　廉 戸田　真弘 86人

リバーテニススクール 足利ローン 足利ローン アキレス

女子A

小林　かほり 赤坂　小百合 小高　直子 金子　晴美

堀　菜月 石川　さよみ 小松原　博子 鈴木　貴子 6組

足利ローン 足利みなみ ラベンダー 足利みなみ

足利ローン 足利みなみ ラヴ・オール ラヴ・オール

女子B

出口　愛里彩 松葉　みどり 山澤　美穂乃 羽賀　直美

出口　絵里彩 若山　理美 安藤　純子 高橋　美津江 16組

チームU＆T 足利ローン 足利ローン 足利みなみ

チームU＆T 足利ローン 足利ローン 足利みなみ

会場件名 期日 参加人員

32組
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優勝 準優勝

女子シングルス

出口　絵里彩 小林　かほり 福岡　幸江 成井　友紀乃 24人

チームU＆T 足利ローン 足利ローン リバーテニススクール

第57回

足利市民 9/1(日) 総合運動場 ﾍﾞﾃﾗﾝ40才

総合選手権 9/8(日) テニスコート 大和　秀行 宮澤　保志

大会 9/15(日) 小竹　俊行 富田　悟郎 4組

10/5(土) 足利ローン 足利ローン

10/6(日) 足利ローン ラヴ・オール

10/20(日) ﾍﾞﾃﾗﾝ50才

大竹　博文 芹沢　千里

岡島　弘幸 北林　優 9組

ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ ジャルダン

ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ ジャルダン

ﾍﾞﾃﾗﾝ60才

浦部　忠久 中島　洋一

砺波　哲也 粕川　幸司 4組

チームU＆T ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ

チームU＆T ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ

第10回 10/16(水) 総合運動場 1位トーナメント

足利オープン 10/17(木) テニスコート 食いしん坊万歳 Sataafu マロングラッセ ラベンダー 30チーム

レディース大会 10/18(金)

男子 S

阿久津　裕汰 河内　良容 益田 敬明 手塚　有莉 133人

サトウGTC リバーテニススクール double nine 宇都宮テニスクラブ

男子 D

松村智也 大和秀行 後藤 孝文 金子正二

久保田桂輔 星野翔吾 古川 直隆 田村憲一 60組

足利ローン 足利ローン フィナリスタ 足利ローン

第47回 9/16(祝) 足利ローン RST フリー 足利ローン

両毛地区大会 9/22(日) 女子 S

10/12(土) 平野　愛実 高橋　沙耶 金敷美由紀 保利　ちひろ 35人

10/14(祝) 総合運動場 リバーテニススクール 足利南高校 ＢＥＳＴ サンテニス

10/19(土) テニスコート 女子 D

11/4(祝) 船津　美衣 三笠　陽子 福岡幸江 新井　仁美

11/23(土) 中山　七海 高橋　紗佳 松本恭子 梅原　久代 49組

11/24(日) Nexｔ ラフィエスタ 足利ローン 一筆TC

11/30(土) Nexｔ amigoT.C クロスポイント 一筆TC

12/1(日) ベテラン男子 35才以上 S

長谷部良浩 3人

新田テニスクラブ

ベテラン男子 40才以上 S

丹羽孝明 3人

チームU＆T

ベテラン男子 45才以上 S

川添　章 中村　純平 福島　大輔 浅野　義之 10人

サトウGTC ファンタジスタTC ATC ブルーライトニン

ベテラン男子 50才以上 S

相場　学 鈴木　和彦 梅津　京 水谷秀之 16人

館林ローンテニスクラブ ラヴ・オール ＣＴＣ アレスマイスター

ベテラン男子 55才以上 S

松本 哲也 落合　聡 関根　好克 今野　辰二郎 16人

イースタンテニスクラブ 宇都宮サンテニスクラブ ローズＴＧ HONDA TC

三位
件名 期日 会場

戦績
参加人員
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優勝 準優勝

ベテラン男子 60才以上 S

佐伯　義夫 日下部　実 渡部　克典 宮部　正章 28人

立川ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 佐野サンライズ 本厚木ローンテニスクラブ 宇都宮サンテニスクラブ

ベテラン男子 65才以上 S

神山　好弘 矢澤康弘 三友和雄 茂木　弘 17人

キリウテニスクラブ KRT カトレヤテニスガーデン鴻巣 リベロ

ベテラン男子 70才以上 S

近藤　　清 佐藤　義英 堀田　篤良 村田　福男 8人

大田原レオ リベロ リベロ ブルドンウィン

第47回 9/16(祝) ベテラン女子 40才以上 S

両毛地区大会 9/22(日) 梅津　華 3人

10/12(土) amigoT.C

10/14(祝) 総合運動場 ベテラン女子 55才以上 S

10/19(土) テニスコート 松田由紀 3人

11/4(祝) アレスマイスター

11/23(土) ベテラン女子 60才以上 S

11/24(日) 石橋　奈峰美 佐藤　美枝子 4人

11/30(土) OTC みかも山GTC

12/1(日) ベテラン男子 35才以上 D

小島繁幸

青島冬樹 3組

足利ローンテニスクラブ

新田クラブ

ベテラン男子 40才以上 D

大和秀行 吉川典男

小竹俊行 篠原嘉邦 4組

足利ローンテニスクラブ ウィンディ

ラヴ・オール ＲＥＤＯＷＯＯＤ

ベテラン男子 45才以上 D

宮澤保志 田島　基豪

津浦隆之 中島　善夫 5組

足利ローンテニスクラブ アキレス

フィナリスタ ミクリヤTC

ベテラン男子 50才以上 D

長島貴幸 相場　学

鈴木和彦 荘　隆俊 5組

チームU＆T 館林ローン

足利ラヴオール 新田テニスクラブ

ベテラン男子 55才以上 D

浜中 義治 渡邊　隆典 飯塚　繁男

秋山敏行 谷本　英雄 今村　正芳 7組

Club Hit RIZU 足利みなみ

にこにこＴＣ 一筆テニスクラブ 足利みなみ

ベテラン男子 65才以上 D

神山　好弘 浦野健治

伊藤　達男 矢澤康弘 6組

キリウテニスクラブ 藪塚テニスクラブ

バサニアテニスクラブ KRT

ベテラン男子 70才以上 D

岡村　延重

石井　真 3組

ラベンダー

ラベンダー

ベテラン女子 55才以上 D

小林　美佐子

阿部　加代子 4組

足利みなみ

足利みなみ

件名 期日 会場
戦績

参加人員
三位
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（２）市外の大会等 

 

  県南五市対抗 

 期日：令和元年７月７日   会場：足利市 
 成績：４位  
 監督：砺波哲也   成年男子：前原孝雄 谷本英雄 丹羽孝明 

成年女子：鈴木貴子 秋山勝美 佐山真帆  
壮年男子：若山恵一 砺波哲也  
女子４５歳以上：石川さよみ  赤坂小百合  
男子５５歳以上：斉藤善久 浦部忠久  

 
栃木県民スポーツ大会 

台風の影響で中止  

 
都市対抗県予選 

新型コロナウィルス感染症の影響で中止 

 
クラブ対抗戦 

  期日：令和２年２月１５日 
  会場：宇都宮市  

成績：男子 ラヴ・オール  
女子 足利ローン  

 
 
 

優勝 準優勝

男子1位トーナメント

関野　将司 宮澤　保志 松葉　直樹 柏﨑　秀明

1/28(日) 石川　祥 松村　智也 藤倉　俊一 笠松　創大 44組

第23回 2/4(日) 足利ローン 足利ローン 足利ローン リバーテニススクール

春季ダブルス 2/11(日) 総合運動場 足利ローン 足利ローン ラヴ・オール リバーテニススクール

選手権大会 テニスコート 女子1位トーナメント

山洞　乃埜佳 福岡　幸江 小林　かほり 久住　真里子

平野　愛実 重松　千恵子 堀　菜月 鈴木　貴子 27組

リバーテニススクール 足利ローン 足利ローン ラヴ・オール

リバーテニススクール エースアカデミー 足利ローン ラヴ・オール

3/18（日） 総合運動場

3/24（土） テニスコート

(春)一般ナイター 総合運動場 毎週土曜日 参加費 ３７人

テニス教室 テニスコート 19:00～21:00 3,000円

(春)ジュニア 総合運動場 毎週土曜日 参加費 ２６人

テニス教室 テニスコート 9:30～11:00 1,600円

(秋)一般ナイター 8/24　～　9/21 総合運動場 毎週土曜日 参加費 ３２人

テニス教室 テニスコート 17:00～18:30 2,500円

(秋)ジュニア 総合運動場 毎週土曜日 参加費 ２３人

テニス教室 テニスコート 10:00～12:00 1,600円

第5回たかうじカップ 中止

件名 期日 会場
戦績

参加人員
三位

5/11　～　6/29

６月１日、８日、１５
日、２２日、２９日

９月７日、１４日、２１
日、２８日、１０月５日 全5回

全５回

全5回

全６回
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収　 　入 　円

支　 　出 　円

差引残高 　円

収　　　　入 （円）

項 目
予算額

(A)
決算額

(B)
比　　較
(B-A)

１．会費 １．年会費 80,000 80,000 0 年会費@5,000 × 16 ＝ 80,000

2．新規登録料 0 0 0 新規　＠ 10,000 × ＝ 0

会長杯大会 261,000

レディース大会 50,000

足利シニアオープン大会 75,000

193,000

クラブ対抗 144,000

ジュニア大会 68,000

市民選手権 247,500

　　〃　　委託料 80,000

足利オープンレディーステニス大会 180,000

両毛大会 611,500

両毛ベテラン大会 441,000

春季ダブルス大会 186,000

たかうじカップ

710,000 664,400 △ 45,600

１．県登録料 410,000 383,000 △ 27,000 ＠ 1000 × 383 ＝ 383,000

２．市登録料 300,000 281,400 △ 18,600 ＠ 600 × 469 ＝ 281,400

70,000

預金利息 12

ルールブック販売2冊 3,000

23,000

６．繰越金 １．前年度繰越金 994,691 994,691 0

合　計 4,375,000 4,372,103 △ 2,897

2019年度収入支出決算

4,372,103

3,001,573

1,370,530

説　　　　　　　　　　明

２．事業費 １．大会参加料 2,495,000 2,537,000 42,000

矢部杯(矢部家より100,000の寄
付)

３．登録料

４．助成金 １．助成金 70,000 70,000 0
市体育協会助成金

５．雑収入 １．雑収入 25,309 26,012 703

総会会費
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支　　　　出 （円）

項 目
予算額

(A)
決算額

(B)
比　　較
(B-A)

117,500 64,800 △ 52,700

１．足利市体育協会 7,000 4,300 △ 2,700 足利市体育協会会費

県都市対抗大会助成金

県クラブ対抗助成

都市対抗参加費

２．県登録料 １．県登録料 410,000 383,000 △ 27,000 @1000×383人

大会経費

会長杯大会

レディース大会

足利オープンシニア大会

矢部杯大会

クラブ対抗大会

両毛ジュニア大会

市民選手権大会

足利オープンテニス大会

両毛大会

両毛ベテラン

春季ダブルス大会

たかうじカップ

競技運営委員会通信費

競技運営受付事務手当

競技運営会計手当

両毛ﾍﾞﾃﾗﾝ承認申請料

県南五市大会親善総合競技大会

県民スポーツ大会

ジュニア強化練習.都市対抗強化練習

強化委員会通信費

５．ｼﾞｭﾆｱ費 1．ｼﾞｭﾆｱ費 180,000 10,000 △ 170,000 通信費/ナイター代

６.広報費 １・広報費 40,000 39,460 △ 540 通信費、ホームページ

７．普及費 １．普及費 60,000 10,000 △ 50,000 普及委員会通信費

ポイントランキング通信費（前年度不足分）

ポイントランキング通信費

審判委員会通信費

ルールブック

845,000 458,326 △ 386,674

１．会議費 250,000 127,482 △ 122,518 総会経費及び各種会議費

２．旅費 20,000 0 △ 20,000 出張旅費

３．備品購入費 300,000 135,000 △ 165,000

４．印刷製本費 30,000 0 △ 30,000 総会資料及び行事予定表等

５．事務用品費 20,000 15,133 △ 4,867 事務消耗品費。

６．通信費 70,000 54,459 △ 15,541 郵便料、携帯使用料，総務委員会通信費

７．雑費 155,000 126,252 △ 28,748 表彰者祝金　　

10．積立金 １．積立金 100,000 100,000 0 記念事業積立金

11．予備費 １．予備費 286,700 0 △ 286,700

合　計 4,375,000 3,001,573 △ 1,373,427

２０１９年度　積立金決算

項 目 予算額 決算額 前年度決算額 積立金合計 雑収入 説明

７．積立金 １．積立金 100,000 100,000 1,548,755 1,648,877 122 利息

１．大会事業費 2,150,800 1,834,547 △ 316,253 110,822

233,300

56,800

159,909

88,300

説明

4,300

0

244,722

37,893

224,720

61,440 △ 43,560

10,000

144,709

412,551

10,000

30,000

0

0

10,000

10,000

11,440

9．総務費

総会会費(23,000円）

8．審判費 １．審判費 105,000

20,000

30,000

10,000

11,000

４．強化費 １．強化費 80,000 40,000 △ 40,000

３．大会事業費

事務手当 

39,460

30,000

10,000

１．負担金
及び助成金

２．助成金 110,500 60,500 △ 50,000

0

49,821

30,000

30,500
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　平成32年度　事業計画

開 催 期 日 会　　　　　　場 備　　　　考

第48回 4/4(土) 総合運動場

会長杯 4/5(日) 総合運動場

4/11(土) 総合運動場

4/19(日) 総合運動場

4/26(日) 総合運動場 予備日

一般昼(春)
5/13～6/10
(水）　　　　予
6/17・24・7/1

総合運動場

一般ナイター(春)
5/9～6/6　（土）
予 6/13・20・27

総合運動場

一般ナイター(秋)
8/29～9/26（土）
予10/3・10・17

総合運動場

ジュニア　   (春) 5/16～6/13 (土) 総合運動場

ジュニア　　 (秋) ９月予定 総合運動場

第21回 5/17(日) 総合運動場

シニアオープン大会 5/23(土) 総合運動場

5/30(土) 総合運動場 予備日

第39回 5/28(木) 総合運動場

足利レディース大会 5/29(金) 総合運動場 予備日

第39回 5/24(日) 総合運動場

矢部杯ミックスダブルス大会 5/31(日) 総合運動場

6/21(日) 総合運動場 予備日

第42回 7/19（日) 総合運動場

クラブ対抗大会 7/26(日) 総合運動場

8/23（日） 総合運動場 予備日

第19回 7/21  (火) 総合運動場

両毛ジュニア大会 ７/22  (水) 総合運動場

７/23  (木) 総合運動場 予備日

第58回 8/30(日) 総合運動場

9/13(日) 総合運動場

9/20(日) 総合運動場

9/22(祝) 総合運動場

10/18(日) 総合運動場

第11回 10/13  (火) 総合運動場

10/14  (水) 総合運動場

10/15  (木) 総合運動場

10/18  (金) 総合運動場 予備日

第48回 10/3(土) 総合運動場

両毛地区大会 一般 10/4(日) 総合運動場

（足利市長杯争奪） 10/10(土) 総合運動場

10/17(土) 総合運動場

10/24(土) 総合運動場

11/3(祝) 総合運動場

11/7(土) 総合運動場

11/8(日) 総合運動場

11/14(土) 総合運動場

11/15（日） 総合運動場 予備日

第48回 11/21（土） 総合運動場

両毛地区大会　ベテラン 11/22(日) 総合運動場

（足利市長杯争奪） 11/28（土） 総合運動場

11/29(日) 総合運動場

12/5(土) 総合運動場

12/6(日) 総合運動場

12/12(土) 総合運動場 予備日

第26回 2/21(日) 総合運動場

春季ダブルス大会 3/6(土) 総合運動場

3/7(日） 総合運動場 予備日

第8回 3/14(日) 総合運動場

たかうじカップ 3/20（土） 総合運動場 予備日

大会名

テ
ニ
ス
教
室

足利市民総合選手権大会

足利オープンレディース大会
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収　 　入 　円

支　 　出 　円

差引残高 　円

収　　　　入 （円）

項 目
前年度決算額

(A)
本年度予算額

(B)
比　　較
(B-A)

１．会費 １．年会費 80,000 80,000 0 クラブ ＠ 5,000 × 16 クラブ

２．新規登録料 0 0 0 新規＠ 10,000 × 0 クラブ

会長杯大会 250,000

レディース大会 50,000

足利シニアオープン大会 75,000

矢部杯 193,000

クラブ対抗 144,000

両毛ジュニア大会 68,000

市民選手権 248,000

　 〃 委託料 80,000

180,000

441,000

両毛大会 612,000

春季ダブルス大会 186,000

たかうじカップ 110,000

664,400 656,000 △ 8,400

１．県登録料 383,000 380,000 △ 3,000 ＠ 1000 × 380 人

２．市登録料 281,400 276,000 △ 5,400 ＠ 600 × 460 人

総会会費

＠ 3000 × 0 人

預金利子等 470

６．繰越金 １．前年度繰越金 994,691 1,370,530 375,839

合　計 4,372,103 4,814,000 441,897

2020年度収入支出予算（案）

4,814,000

4,814,000

0

説　　　　　　　　　　明

２．事業費 １．大会参加料 2,537,000 2,637,000 100,000

足利オープンレディーステニス大会

３．登録料

４．助成金 １．助成金 70,000 70,000 0 体育協会助成金

両毛ベテラン大会

70,000

５．雑収入 １．雑収入 26,012 470 △ 25,542
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（円）

項 目
前年度
決算額

(A)

本年度
予算額

(B)

比　　較
(B-A)

64,800 117,500 52,700

１．足利市体育協会 4,300 7,000 2,700 足利市体育協会会費 7,000

都市対抗参加費 30,500

県都市対抗大会助成金 50,000

県クラブ対抗助成金 30,000

２．県登録料 １．県登録料 383,000 380,000 △ 3,000 @1000×380   人

大会経費

会長杯大会 240,000

レディース大会 43,000

足利年齢別シニアミックスオープン大会 64,000

矢部杯大会 165,000

クラブ対抗大会 122,000

両毛ジュニア大会 58,000

市民選手権大会 225,000

足利オープンレディーステニス大会 153,000

両毛大会ベテラン 378,000

両毛大会 520,000

春季ダブルス大会 158,000

たかうじカップ 93,000

競技運営委員会通信費 20,000

大会受付事務費 30,000

大会運営事務費 10,000

県南五市大会親善総合競技大会 30,000

県民スポーツ大会 30,000

ジュニア強化練習 10,000

強化委員会通信費 10,000

５．ｼﾞｭﾆｱ費 1．ｼﾞｭﾆｱ費 10,000 10,000 0 ジュニア委員会通信費・活動費 10,000

６．広報費 1．広報費 39,460 35,000 △ 4,460 ＨＰ維持費、広報委員会通信費 35,000

指導者講習会 50,000

普及委員会通信費 10,000

C級審判員認定会／公認審判員研修会 45,000

ポイントランキング委員通信費 20,000

ルールブック 10,000

審判委員更新補助 10,000

審判委員会通信費 10,000

458,326 645,000 186,674

１．会議費 127,482 50,000 △ 77,482 総会経費及び各種会議費

２．旅費 0 20,000 20,000 出張旅費

３．備品購入費 135,000 300,000 165,000 パソコン更新等

４．印刷製本費 0 30,000 30,000 総会資料及び行事予定表等

５．事務用品費 15,133 20,000 4,867 事務消耗品費

６．通信費 54,459 70,000 15,541

７．雑費 126,252 155,000 28,748

10．積立金 １．積立金 100,000 100,000 0

11．予備費 １．予備費 0 1,012,500 1,012,500

合　計 3,001,573 4,814,000 1,812,427

２０２０年度積立金等予算　

項 目
前年度
決算額

本年度
予算額

雑収入 積立金合計 説明

１．積立金 １．積立金 1,648,877 100,000 0 1,748,877
記念事業
積立金

記念事業積立金100千円

10,000 60,000 50,000

郵便料、携帯電話料、総務委員会通信費等

会長表彰賞品代、評議委員長通信費等

９．総務費

33,560

３．大会事業費

１．強化費 40,000 40,000４．強化費

説　　　　　　　　　　　　　明

１．負担金
及び助成金

２．助成金 60,500 110,500

１．大会事業費 1,834,547

50,000

2,279,000 444,453

支　　　　出

１．審判費 61,440 95,000

80,000

8．審判費

７．普及費 １．普及費
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役　　　職 氏　　　名 所属クラブ その他 備　　　　　　　考

会　　　長 荘司  和男 サンデー 足利市体育協会評議員

浦部  忠久 チームＵ＆Ｔ 足利市体育協会評議員

高澤 千恵子 足利みなみ

大澤健三郎 アレックス 普及委員長

菊池  健一 足利ローン 評議員選出 評議員

吉田　文彦 ミクリヤＴＣ 会長指名

会　　　　計 石川  小世美 足利みなみ 理事

倉上  豊治 足利みなみ 総務委員長

大澤健三郎 アレックス 普及委員長

砺波 哲也 チームＵ＆Ｔ 強化委員長

宮澤  保志 足利ローン 競技運営委員長

河内　良容 リバーテニススクール ジュニア委員長

岩本　みどり サンデー 審判委員長/競技運営委員

田村　憲一 足利ローン ポイントランキング委員長

星野　隆司 アレックス 広報委員長

石井　秀和 高体連 高体連代表

小竹  俊行 ラヴ・オール 評議委員長 評議員

戸田　真弘 アキレス 評議員

千保木　健一 ミクリヤＴＣ 評議員

渡辺　宙之 サンデー 評議員

影山　裕右 ラヴ・オール 評議員

宮沢 美代子 足利ジュニア ジュニア副委員長 評議員

特別役員　 （規約第15条により設けられる役員）

役　　　職 氏　　　名 所属クラブ その他 備　　　　　　　考

名誉会長 柳田  公之 旧ポプラテニスクラブ （平成13年から就任）

中村  孝二 （平成15年から就任）

笠原  浩一 （平成17年から就任）

柴田　三千夫 足利ローン （平成27年から就任）

役　　　職 氏　　　名 所属クラブ その他 備　　　　　　　考

入沢  伸年 足利グリーン

縫田　邦彦 足利みなみ

石川　大輔 アレックス

大美賀一雅 ロゼ

大竹　博文 ジャルダン

重松　千恵子 足利エースアカデミー

尾沼  正隆 ふぇぶれす

木澤　晶斗 足利大

堀越　定男 ラベンダー

丹羽　孝明 チームＵ＆Ｔ

河内  一則 リバーテニススクール

理　　　　事
（評議員会選

出）

 理　　　　事
（会長指名）

顧　　　問

令和２年度足利テニス協会役員名簿（令和２年４月現在）（案）

監　　　　事

評議員

副　会　長

(任期：2020年4月～2022年3月31日）
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令和２年度足利テニス協会委員会役員名簿（令和２年４月現在）（案）

普及委員会
役　　　職 氏　　　名 所属クラブ その他 備　　　　　　　考
委員長 大澤 健三郎 アレックス

副委員長 影山　裕右 ラヴ・オール

強化委員会
役　　　職 氏　　　名 所属クラブ その他 備　　　　　　　考
委員長 砺波 哲也 チームＵ＆Ｔ

副委員長 石川 さよみ 足利みなみ

競技運営委員会
役　　　職 氏　　　名 所属クラブ その他 備　　　　　　　考
委員長 宮澤 保志 足利ローン

副委員長 小竹 俊行 ラヴ・オール
委員 岩本 みどり サンデー
委員 鈴木 和彦 ラヴ・オール
委員 福岡 幸江 足利ローン
委員 小泉 和恵 足利ローン
委員 松村　和也 足利ローン
委員 山本　麻美 足利ローン
委員 鈴木 貴子 ラヴ・オール レディース限定
委員 赤坂　小百合 足利みなみ レディース限定
委員 山澤　美穂乃 足利ローン レディース限定
委員 田巻　明日美 足利ローン レディース限定
委員 堀原　暢子 ラヴ・オール レディース限定
委員 金子　晴美 足利みなみ レディース限定

ジュニア委員会
役　　　職 氏　　　名 所属クラブ その他 備　　　　　　　考
委員長 河内 良容 リバーテニススクール

副委員長 宮沢 美代子 足利ジュニア 評議員

審判委員会
役　　　職 氏　　　名 所属クラブ その他 備　　　　　　　考
委員長 岩本 みどり サンデー
委員 石川 さよみ 足利みなみ

ポイントランキング委員会
役　　　職 氏　　　名 所属クラブ その他 備　　　　　　　考
委員長 田村　憲一 足利ローン

副委員長 河内　良太 足利ローン

広報委員会
役　　　職 氏　　　名 所属クラブ その他 備　　　　　　　考
委員長 星野　隆司 アレックス

副委員長 戸田　真弘 アキレス

総務委員会
役　　　職 氏　　　名 所属クラブ その他 備　　　　　　　考
委員長 倉上 豊治 足利みなみ

副委員長 中島洋一 ジャルダン
委員 石川 さよみ 足利みなみ

(任期：2020年4月～2022年3月31日）
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4 庶務に関

すること。

4 コート及

びボール管

理に関する

こと。
5 県登録及

び県協会と

の連絡に関

すること。

6 備品管理

に関するこ

と。

3　レディースの

育成に関するこ

と

5　レディース

大会の運営に

関すること

2マナーの向

上に関するこ

と。

2 ホーム

ページの運

営に関する

こと

3　レデイース

の強化に関す

ること

3 予算決算

に関するこ

と。

3 大会表彰

に関するこ

と。

3 審判講習会

に関するこ

と。

1 競技規則に

関すること。

1 協会の広

報活動に関

すること

１ ポイント

ランキングに

関すること。

2 年間計画

に関する

2 強化練習に

関すること。

2 指導者講習

会に関するこ

と。

2 大会運営

に関するこ

と。

２ ジュニア

の強化に関

すること。

２ 市内高校

生の強化に

関するこ

と。

審　判
委員会

広　報
委員会

ポイントラン
キング委員
会

1 総会及び

役員会に関

すること。

1 代表選手の

選考に関する

こと。

1 スポーツ教

室に関するこ

と。

1 大会開催

要綱に関す

ること。

1 ジュニア

の育成に関

すること。

１ 市内高校

生の育成に

関すると。

理事会

書　　記 会　　計 理　　事

総　務
委員会

強　化
委員会

普　及
委員会

競技運営
委員会

ジュニア委
員会

高体連

足利テニス協会　組織図

総　　会
(理　事　会）

会　　長 監　　事

評議員会

副会長
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足利テニス協会会則  

 
 （名称及び組織） 

第１条 本会は、足利テニス協会（兼、足利市体育協会硬式テニス部）〈以下「協会」という〉と称

し、足利市のテニス団体（クラブ）をもって組織する。 

（事務所） 

第２条 協会の事務所は、足利市体育協会内に置く。 

（目 的） 

第３条 協会は、会員相互の融和親睦をはかるとともに硬式テニス技術の普及発展を期することを目

的とする。 

（事 業） 

第４条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 ① 足利市体育協会に加盟し、その事業に協力する。 

 ② 栃木県テニス協会に加盟し、その事業に協力する。 

 ③ 会員相互の融和親睦をはかるために各種大会を開催する。 

 ④ 技術向上を期するために、指導会及び講習会を開催する。 

 ⑤ その他協会の目的達成に必要な事業を開催する。 

（役 員） 

第５条 協会に次の役員を置く。 

 会 長  １名     副会長  若干名     監 事  ２名 

 会 計  ２名     書 記  １名      理 事  第６条②による 

（役員の選出） 

第６条 前条の役員は、次の選出区分によって選出する。 

 ① 会長、副会長、会計、書記、監事は総会において選出する。 

 ② 理事は、評議員会において選出のクラブ代表理事（１０名以内）と会長指名の指名理事（１０

名以内）とし、総会の承認を得て決定する。 

（役員の任期） 

第７条 １ 役員の任期は２年とする。ただし、補欠選任された役員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

 ２ 前項の役員は、再選を妨げない。 

（役員の職務） 

第８条 役員は、次の任務を行う。 

 ① 会長は、協会を代表し一切の協会業務を処理する。 

 ② 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。 

 ③ 理事は、理事会の構成員として、業務を処理する。 

 ④ 会計は、協会の会計を処理する。 

 ⑤ 書記は、協会の事務を処理する。 

 ⑥ 監事は、協会の事務会計を監査し、会議等に出席して意見を述べることはできるが、議決に加

わることはできない。 
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（評議員） 

第９条 第１条に規定する加盟クラブの代表者１名を評議員とする。 

① 評議員は、総会に出席し、議決権を行使する。 

② 評議員は、評議員会を構成し、評議員としての業務を遂行する。 

（総会・理事会・評議員会） 

第 10 条 協会には、総会、理事会及び評議員会を置く。 

 ① 総会は、役員、評議員及び委員をもって構成し、毎年事業年度終了後会長が招集する。 

ただし、会長が必要と認めた時、又は、評議員３分の１以上の要望があった時は、随時、臨時

総会を招集することができる。総会は、協会の最高議決機関として会則の変更、予算・決算の承

認、新規加盟クラブの承認、役員の選出、事業報告及び事業計画の決定等重要事項の審議にあた

る。 

② 理事会は、監事を除く役員を持って構成し、総会に次ぐ議決機関として、定例的に会長が招集

し、総会に付議すべき議案の作成並びに協会運営に必要な事項等について審議、決定する。 

③ 評議員会は、クラブ選出の評議員を持って構成し、クラブ代表の理事１０名を選出し、選出した

理事の中から委員長１名を選出する。委員長は、必要に応じて評議委員会を開催し、各クラブから

の要望を取りまとめ、理事会に諮る。また、評議委員会は、監事 1 名の選出を行う。 

（会 議） 

第11条 １ 会議（総会、理事会、評議員会）は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができ

ない。 

 ２ 会議の議長は、出席者の中から選出する。 

 ３ 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、その会議の議長の決するところに

よる。 

 ４ 会議に出席できない構成員は、代理人を出席させ、議決権を行使することができる。 

 ５ 会議には、議長の指名により、記録員を置く。 

（委員会） 

第 12 条 １ 協会に次の委員会を置き、各委員会の所管する業務の範囲内で、運営に必要な事項を審

議、決定する。なお、決定事項については、逐次、理事会に報告する。 

① 総務委員会（総括的行事の企画立案及び会計業務にあたる） 

② 強化委員会（代表選手の選考及び強化練習にあたる） 

③ 普及委員会（テニス教室、指導会、講習会等の準備と運営にあたる） 

④ 競技運営委員会（競技運営関連業務にあたる。） 

⑤ ジュニア委員会（ジュニアの育成と強化にあたる） 

⑥ 高体連（市内高等学校選手の育成と強化にあたる） 

⑦ 審判委員会（テニス競技の円滑な運営及びマナーの向上にあたる 

⑧  広報委員会（協会の広報活動及びホームページの運営にあたる） 

⑨  ポイントランキング委員会（ポイントランキングの作成にあたる） 

２ 委員会に次の役職員を置く。 

 委員長 １名     副委員長 若干名     委員 若干名 

３ 前項の役職員は、次の選出区分によって選出する。 

 ① 委員長は、理事の中から会長が指名し総会の承認を経て選出する。 

 ② 副委員長及び委員は、会員の中から委員長が指名し、理事会の承認を経て選出する。 
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（会 計） 

第 13 条 協会の経費は、会費、寄付金、事業収入その他をあてる。 

（会計年度） 

第 14 条 協会の会計年度は、４月から３月までとし、定期総会の時、前年度の決算報告をし、承認を

もとめる。 

 （顧 問） 

第 15 条 協会に、総会の決議により名誉会長・顧問および相談役を置くことができる。 

（諸規定） 

第 16 条 協会に次の諸規定をもうける。 

 ① 入会及び退会の規定 

 ② 表彰及び懲罰の規定 

 ③ 旅費の規定 

 ④ 会費等納入の規定 

 ⑤ 市営コート専用利用に関する規定 

 ⑥ ポイントランキング規定 

 ⑦ 審判規定 

附 則  

本会則は、昭和 52 年 3 月 15 日から施行する。 

  中間省略 

 附 則 

 本会則は、平成 29 年 4 月 29 日から施行する。 

 本会則は、平成 31 年 4 月 27 日から施行する。 

入会および退会の規定  

１．加盟しようとする団体（クラブ）は、５名以上で構成し、次の手続きをしなければならない。 

(1)  新たに加盟しようとする団体（クラブ）は、所定の登録用紙に必要事項を記入し、入会金  

 5,000 円を添えて事務局に届け出なければならない。 

(2) 加盟クラブは、以後、毎年協会の定める日時までに登録し、年会費を事務局に納入しなければな

らない。 

２．退会しようとするクラブは、会長に書面で事由を届け出る。ただし納付済みの会費は 返還しな

い。 

表彰および懲罰の規定  

１． 協会の発展に多大の貢献をした者に対し、その栄誉をたたえ、表彰することができる。 表彰は

次の各号の一つに該当する個人に与えられる。候補者の選考は推薦を得たものに対し、理事会で行

う。 

1) 栃木県テニス協会が主催する県大会優勝、または同協会が事業計画で計上する事業に関連する

関東大会及び全国大会等において優秀な成績を収めた者。 

2) 協会の役員として貢献のあった者。 

3) 協会を代表する選手として６年以上つとめた者。 

4) 上記各号該当以外で同等の功績があったと認められる者。 

２．協会の目的達成に違反したり、体面をけがした場合に、会長は総会の承認を得て相当の懲罰を与

えることが出来る。 
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旅 費 の 規 定                                             

１．目 的 

この規定は、協会用務のため旅行する協会役員等に対し支給する旅費等に関する基準を定め、円滑

な事務処理と適正な支出を図ることを目的とする。 

２．対 象 

 (1) 旅費の支給の対象とする事項は以下に掲げる場合とする。 

①県テニス協会等の役員会その他の会議の内、足利市外において開催されるものに出席する場合。 

②足利市外で開催される県テニス協会が主催等を行う公式大会及びそのドロー会議等に役員とし

て参加する場合。 

  ③協会を代表して県予選、関東大会等に選手、役員として参加する場合。 

  ④上記以外の場合で、役員会において必要と認められた場合。 

 (2) 日当の支給の対象とする事項は以下に掲げる場合とする。 

  ①上記( 1 )    の旅費支給の対象となる場合。 

  ②協会主催の大会等において当日役員として参加した場合。 

  ③協会主催の大会等のドロー会議に出席した場合。 

  ④上記以外の場合で、役員会において必要と認められた場合。 

３．支給額 

 (1) 旅費の支給額については、以下に掲げる範囲内とする。 

① 目的地（会議等の開催地）までの鉄道運賃等の実費（原則として最短距離）とする。 なお、駅

から会場まで離れている場合には、バス及びタクシー料金等を加える。 

② 会場の位置等の都合により、自家用車等を利用した場合においても①と同額の支給額とする。

ただし、開催時間等の都合により有料道路（高速道路）を利用した場合には実費を支給する。 

③ 上記①及び②いずれの場合においても、別途、旅費の支給があった場合には、不足額のみを支

給する。 

 (2) 日当の支給額については、以下に掲げる範囲内とする。 

  ① 足利市外で開催される役員会等に出席する場合には、日額 3,000 円を支給する。 

② 協会主催の大会等の役員として参加した場合には、日額 5,000 円を支給する。ただし、当該大

会にエントリーしている場合には、支給額を 3,000 円とする。 

③ 協会主催の大会等のドロー会議に出席した場合には、１回につき、 2,000 円を支給する。  

ただし、１回の会議時間が４時間を超える場合には、回数を加算する。 

④ 上記②及び③の場合には、食事代として別途、700 円を支給する。 

⑤ ⑤上記①及び②いずれの場合においても、別途、日当の支給があった場合には、不足額のみを支

 給する。 

４．この規定の運用に関して疑義が生じた場合又はこの規定に明示がない場合には、役員会において

協議する。 

５．付 則 

   この規定は、平成 11 年４月７日から適用する。 

   この規定は、平成 29 年 4 月 29 日から適用する。 

   この規定は、平成 31 年 4 月 27 日から適用する。 
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２０１９年度足利テニス協会表彰（県大会優勝、全国大会出場者）  

 

 

大和秀行  足利ローン  栃木県春季ベテラン男子４０歳以上ダブルス優勝  

           日本スポーツマスターズ栃木県予選 男子 35 歳以上シングルス優勝  

 

小竹俊行  足利ラヴ・オール  栃木県春季ベテラン男子４０歳以上ダブルス優勝  

 

     

宮澤保志  足利ローン  栃木県春季ベテラン男子４５歳以上ダブルス優勝  

          日本スポーツマスターズ栃木県予選 男子４５歳以上ダブルス優勝  

全日本ベテラン男子４５歳以上ダブルス出場  

    日本スポーツマスターズ男子４５歳以上ダブルス出場  

 

砺波哲也  チーム U＆T  栃木県春季ベテラン男子６０歳以上ダブルス優勝  

   ねんりんピックとちぎ男子６０歳以上ダブルス優勝  

    ねんりんピック和歌山出場  

 

若山恵一  サンデー   ねんりんピックとちぎ男子６０歳以上ダブルス優勝  

     ねんりんピック和歌山出場  

 

河内良容  リバー    栃木県春季男子ダブルス優勝  

 

浦部俊之  チーム U＆T  栃木県春季ベテラン男子 35 歳以上シングルス優勝  

             ダンロップスリクソン栃木県予選男子ダブルス優勝 及び関東大会出場  

 

藤原弥   チーム U＆T  ダンロップスリクソン栃木県予選男子ダブルス優勝 及び関東大会出場  

 

鈴木和彦  足利ラヴ・オール 栃木県春季ベテラン男子５０歳以上シングルス優勝  

 

浦部忠久  チーム U＆T  栃木県春季ベテラン男子６５歳以上シングルス優勝  

    栃木県冬季ベテラン男子６５歳以上シングルス優勝  

 

斉藤聡   足利ラヴ・オール  栃木県秋季ベテラン男子４０歳以上シングルス優勝 

 

松葉直樹  足利ローン  栃木県冬季ベテラン男子４５歳以上シングルス優勝 

 


