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平成 29 年度 総会次第 

〔関連資料〕 

1. 開会の辞 ………………………………………………………………… 鍔本会⻑ 

2. 会⻑挨拶 ………………………………………………………………… 鍔本会⻑ 

3. 平成 28 年度 事業報告  

 1) 事業報告……………………………………………………………… 鎌⽥理事⻑ p3 

 2) ⼤会成績⼀覧（⼀般の部個⼈・団体、中学⽣の部個⼈・団体、対外試合）   〃   p4〜5 

 3) ジュニア育成研修会、⼩中学校クラブ活動指導………………… 佐藤副会⻑ p6 

 4) ⽴川市レディーズ事業……………………………………………… 秋⼭理事  p7 

4. 平成 28 年度 ⼀般会計 特別会計 報告…………………………… 松岡副理事⻑ p8 

5. 平成 28 年度 ⼀般会計 特別会計 監査報告……………………… 菊池監事  p9 

 ■質疑応答 

6. 平成 29 年度 事業計画案 

 1) ⽴川市ソフトテニス連盟 主催主管事業計画案………………… 鎌⽥理事⻑ p10 

 2) ⽴川レディーズ事業計画案………………………………………… 秋⼭理事  p7 

 3) スポレク 2017、ソフトテニス初⼼者教室 ……………………… 増⽥副理事⻑  

7. 平成 29 年度 予算案…………………………………………………… 松岡副理事⻑ p11 

 ■質疑応答 

8. 協議・報告事項 

 1) 都連登録について…………………………………………………… 鎌⽥理事⻑ 

 2) 本年度の参加費について……………………………………………   〃   

 3) 東京都連盟  平成 29 年度総会事業⽇程報告 …………………   〃   p12 

 4) 東京都下連盟 平成 29 年度評議委員会報告 …………………… ⻫藤理事  p13 

 5) 東京都連盟、都下連盟 団体戦出場計画 ………………………… 鎌⽥理事⻑ p14 

９．その他………………………………………………………………………… 鎌⽥理事⻑ 

 スポレク、市⺠⼤会の開、閉会式の参加協⼒のお願い 

 ⼩学校クラブ活動 ジュニア育成事業への協⼒のお願い 

 理事変更について 

１０．閉会の辞………………………………………………………………………… 佐藤副会⻑ 
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平成 28 年度 事業報告
□立川市主催事業��◎立川市ソフトテニス連盟主催��●同左主管�■団体戦�参加行事

曜 行事・大会名 開催場所 参加人員 �上部団体大会、行事�連盟主管行事�

3 13 日 ◎立川市ソフトテニス連盟�役員会 柴崎学習館 6名 2/1(月)東京都連盟�総会(1名)

20 日 ◎立川市ソフトテニス連盟�総会 柴崎学習館 18名 2/20(土)都下連盟�評議委員会(2名)

3/6(日)立川シティマラソン(6名)

4 2 土 □立川スポレクフェスタ2016 開会式 泉体育館 8名 4/29(祝)都下選手権�女一般、55、男一般、成年〔青梅〕

3 日 □立川スポレクフェスタ2016�大会 柴崎体育館 32名

3 日 ◎立川春季選手権〔一般〕組合せ会議 柴崎学習館 8名

10 日 ◎立川春季選手権大会〔一般〕 泉コート 62名

5 1 日 □教育委員会初心者テニス教室① 泉コート 生徒90名�指導20名 ■5/8(日)都民大会�男子〔有明〕対中野区1回線�敗退

8 日 □教育委員会初心者テニス教室② 泉コート 70名 22名 ■5/14(日)都民大会�女子〔有明〕対八王子1回線敗退

15 日 □教育委員会初心者テニス教室③ 泉コート 55名 20名 ■5/19(木)都下ママさん(団体)〔青梅〕 予選3位

22 日 □教育委員会初心者テニス教室④ 泉コート 55名 17名

29 日 □教育委員会初心者テニス教室⑤ 泉コート 70名 21名

6

7 10 土 ◎立川市春季選手権大会 中学生女子の部〔雨天予備日〕 泉コート 110名 ■7/24(日)市町村大会

17 日 ◎��〃　　中学生 男子の部 泉コート 76名 男子：八王子松木コート：2回戦 対三鷹市敗退

31 火 □立川体協第10回ジュニア育成実技研修会 泉体育館 指導者9名以上 女子：稲城北緑地公園：1回戦 対昭島市敗退

男子30名、女子60名

8 6 日 ◎立川夏季クラブ戦 泉コート 5チーム33名 8/20,21(土日)都民生涯スポーツ大会〔有明〕

7 日 ◎小学生テニス教室① 泉コート 15名 8/28(日)東連：秋季級別〔駒沢〕

14 日 ◎小学生テニス教室② 泉コート 15名

9 11 日 ◎小学生テニス教室③ 泉コート 15名 ●9/19(日)天仁吉秋季大会〔泉コート〕

18 日 ◎立川ママさん選手権大会 泉コート 10名 9/19,22, 24(祝土)東連：東京選手権：〔有明,駒沢〕

●9/27(土)都下男子シニア成年(錦町コート)

10 2 日 ◎立川市民大会〔一般の部〕〔組合せ会議〕 泉体育館 8名 ●10/7(金)都下女子シニア、成年(錦町コート)（9〜19）

2 日 ◎小学生テニス教室④ 泉コート 20名 ●10/8(土)都下男子シニア、成年(錦町コート)（9〜19）

9 日 □立川市民大会一般 泉コート 50名 ●10/22(土)都下女子シニア成年(錦町コート)

10 祝 □泉市民体育館まつり 泉コート 指導10名参加55名

16 日 □立川市民大会�中学生男子〔日程変更〕 泉コート 52名

29 土 ◎小学生テニス教室⑤ 泉コート 20名

29 土 ◎立川ミックス選手権大会 泉コート 28名

30 日 ◎小学生テニス教室⑥ 泉コート 20名

11 3 祝 ◎小学生テニス教室⑦ 泉コート 15名 ●11/1(火)都下グランドシニア懇親大会〔泉体育館〕

6 日 □立川市民大会�中学生女子〔日程変更〕 泉コート 62名 ●11/25(金)三多摩五市団体戦(女子)�優勝�〔泉体育館〕

13 日 □立川男子クラブ対抗戦〔雨天予備日〕 泉コート 10チーム33名 ●11/23(祝)都下・団体戦〔青梅友田〕予選リーグ2位

●11/26(土)都下ミックス 一般,�成 ,45, 50〔泉体育館〕

12 24 日 ◎立川市インドア選抜大会〔組合わせ会議〕 柴崎学習館 16名 ●12/4(日)都下インドアミックス大会〔泉体育館〕

●12/12(月)東京ママさん役員大会 (泉体育館)

1 9 日 ◎立川市インドア選抜選手権大会 柴崎体育館 44名 ●1/6(日)立川市近隣迎春シニア懇親大会〔泉体育館〕

14 土 □立川市民体育大会〔中学校対抗戦〕 泉体育館 20チーム

2 ■2/1(水)三多摩四市大会�女子泉体育館

■2/10(金)都下6市対抗戦(9〜16時)泉体育館

年月日

H28

H28
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平成 28 年度 ⼤会実績⼀覧 
1．一般の部�〔個人戦〕

種�目 参加数

春季選手権大会 井上�由裕 〔Team梟〕 古里�彬 〔富士見〕 田中�洋和 〔砂川ク〕

一般の部 大林�徹 〔Team梟〕 谷津智禎 〔富士見〕 下田�誠 〔立川ク〕〕

H28.4.10（日） 小沢 裕太 〔昭一高〕 室田 白馬 〔立川高〕 上野�祐真 〔昭一高〕

9:00〜17:00 阿川�稜 〔昭一高〕 柿木 隆志 〔立川高〕 増田�諒 〔昭一高〕

泉コート 野口�敏雄 〔J�R〕 増田�豊 〔富士見〕 矢形�義之 〔砂川ク〕

佐藤�久 〔J�R〕 松山�敏朗 〔富士見〕 佐久間榮昭 〔砂川ク〕

蓮池�空 〔立川ク〕 秋山美智子 〔富士見〕 穐間�唯 〔立川高〕

松岡美知子 〔立川ク〕 堤�久代 〔柴崎ク〕 長谷坂天音 〔立川高〕

渡邊貴和子 〔立川高〕 齋藤けい子 〔柴崎ク〕 中村 彩乃 〔昭一高〕

荒 しずく 〔立川高〕 鈴木�洋子 〔柴崎ク〕 福永�葵 〔昭一高〕

ミックス選手権大会 ヤング 丸木 享範 〔立川ク〕 秋山美智子 〔富士見〕 高橋�優子 〔柴崎ク〕

H28.10.22（土）� 110歳未満 丸木 萌恵 〔立川ク〕 小島�元 〔富士見〕 下田�誠 〔いずみ〕〕

9:00〜14:30 ミドル 井手尾 〔砂川ク〕 田所�房子 〔柴崎ク〕 岡澤 秀範 〔立川ク〕

泉コート� 110〜140歳未満 市川�早苗 〔砂川ク〕 松山�敏朗 〔富士見〕 渡辺�節子 〔柴崎ク〕

シニア 小池千代子 〔砂川ク〕 栗田�祐治 〔砂川ク〕 増田�豊 〔富士見〕

140歳以上 塚田�育孝 〔砂川ク〕 松岡美知子 〔立川ク〕 鈴木�洋子 〔柴崎ク〕

市民体育大会 井上�由裕 〔Team梟〕 丸木 享範 〔立川ク〕 古里�彬 〔富士見〕

一般の部 大竹 祐太 〔Team梟〕 長谷川大輔 〔立川ク〕 下田�誠 〔いずみ〕

H28.10.9（日） 西野 慎介 〔砂川ク〕 小沢�裕太 〔昭一高〕 近藤�湧太 〔立川高〕

9:00〜16:30 千ケ崎慶司 〔砂川ク〕 田中�陽常 〔昭一高〕 須藤�雅也 〔立川高〕

泉コート 氏原�俊文 〔J�R〕 藤生�政弘 〔Team梟〕 千葉 純一 〔いずみ〕

竹沢�敏文 〔J�R〕 井本 �昭 〔Team梟〕 西村�俊雄 〔いずみ〕

草野 寛文 〔砂川ク〕 桜井 保夫 〔砂川ク〕 岡澤・佐藤 〔立川ク〕

杉崎 静雄 〔砂川ク〕 塚田 育孝 〔砂川ク〕 増田・松山 〔富士見〕

長谷川恵理子 〔立川ク〕 蓮池�空 〔立川ク〕 秋山美智子 〔富士見〕

松岡美知子 〔立川ク〕 岡田佳余子 〔立川ク〕 堤�久代 〔柴崎ク〕

西田 萌恵 〔立川高〕 齋藤けい子 〔柴崎ク〕 小池・佐藤 〔砂川ク〕

斉藤 響 〔立川高〕 鈴木�洋子 〔柴崎ク〕 菊池・田所 〔砂川ク〕

インドア選抜選手権大会 井上�由裕 〔Team梟〕 古里�彬 〔富士見〕 丸木 享範 〔立川ク〕

H28.1.9（月祝） 大林�徹 〔Team梟〕 谷津智禎 〔富士見〕 長谷川大輔 〔立川ク〕

9:00〜18:00 鎌田�幸雄 〔立川ク〕 西野 慎介 〔砂川ク〕 藤井�章 〔砂川ク〕

柴崎市民体育館 下里�勝彦 〔いずみ〕 千ケ崎慶司 〔砂川ク〕 草野 寛文 〔砂川ク〕

千葉 純一 〔いずみ〕 増田�豊 〔富士見〕 矢形�義之 〔砂川ク〕

西村�俊雄 〔いずみ〕 松山�敏朗 〔富士見〕 塚田�育孝 〔砂川ク〕

長谷川恵理子 〔立川ク〕 中村香里 〔柴崎ク〕 齋藤けい子 〔柴崎ク〕

丸木 萌恵 〔立川ク〕 堤�久代 〔柴崎ク〕 鈴木�洋子 〔柴崎ク〕

5組

5組

4組

女子2部 10組

女子1部

大�会�名 1��位 2��位 3�位

男子1部 5組

男子2部 4組

男子壮年 8組

男子2部 3組

男子成年 4組

4組

男子1部 4組

女子一般 4組

男子壮年 8組

女子1部 3組

女子2部 7組

5組

男子2部成年 5組

男子壮年 10組

男子一般
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会�場 参加チーム

種��目 参加組数

尾藤 壮一郎 〔立川三中〕

男子1部 本田晃一郎 〔立川三中〕 松村�空翔 〔立川三中〕 渡邊  裕也 〔立川三中〕

（2，3年生） 魚﨑祥一 〔立川三中〕 小林�暉典 〔立川三中〕 國井�大翔 〔立川三中〕

三橋�湧武 〔立川三中〕

横川 龍馬 〔立川一中〕

男子2部 柳下 大翔 〔立川三中〕 池田 健悟 〔立川三中〕 浜田�陸 〔立川一中〕

（1年生） 尾藤 凌真 〔立川三中〕 宮嶋 侑太郎 〔立川三中〕 吉田 朱馬 〔立川一中〕

城田 大輝 〔立川一中〕

膳�沙南 〔立川八中〕

女子1部 染井�優海 〔立川三中〕 齊藤 里菜 〔立川七中〕 佐々木優衣 〔立川八中〕

（2,�3年生） 川井�茜音 〔立川三中〕 本田 梨乃 〔立川七中〕 竹島 沙椰 〔立川八中〕

� 須藤 玲南 〔立川八中〕

斉藤 有沙 〔立川八中〕

女子2部 奥深�楓 〔立川七中〕 梶原 彩花 〔立川三中〕 富井 萌香 〔立川八中〕

（1年生） 鈴木 みゆ 〔立川七中〕 南雲  麻友 〔立川三中〕 菊池�瞳 〔立川七中〕

孝野 風雪 〔立川七中〕

藤枝 〔立川七中〕

女子の部 齊藤 里菜 〔立川七中〕 舛谷あやか 〔立川八中〕 平野 〔立川七中〕 40組

（1、2年生） 本田 梨乃 〔立川七中〕 野﨑 澪亜 〔立川八中〕 和田美可子 〔立川三中〕

城戸 優花 〔立川三中〕

田中�葵 〔立川三中〕

男子の部 松村�空翔 〔立川三中〕 亀井�壮 〔立川三中〕 立川�和輝 〔立川三中〕 25組

（2年生） 小林�暉典 〔立川三中〕 草野�成治 〔立川三中〕 國井�大翔 〔立川三中〕

� 小野里�真 〔立川三中〕

種�目 参加チーム

雨天、中学大会と重なり順延

女子2部

中学校対抗戦

大�会�名

 第70回

H29.1.14（土）

9:00〜18:30

泉体育館

�4．中学生の部���〔団体戦〕

第70回

9:00〜17:00

泉コート

泉コート

1中学校行事、3中都大会

H28/10/16(日)

H28/11/6(日) 泉コート

7/3中学大会と重なり順延

�立川市民体育大会

�①女子の部

�②男子の部

JR立川

�3．中学生の部���〔個人戦〕

男子クラブ対抗戦
泉コート

9:00〜17:00

大�会�名

�春季選手権大会

  ①男子の部

チーム梟

H28/7/17(日)

JR立川 立川クラブA
H28.11.3(日)

夏季クラブ戦
H27.8.7.(日)

泉コート

泉コート

優��勝 2��位 3��位

8チーム

20組

18組

37組

20組

5チーム

立川市民体育大会

�2．一般の部���〔団体戦〕

大�会�名 優��勝 2��位 3��位

優��勝 2��位 3��位

富士見クラブA 富士見クラブB

立川第3中学校 立川第6中学校立川第1中学校

�②女子の部

H28/7/10(日)

女子1部

男子2部

男子1部

立川第8中学校

4チーム

4チーム立川第7中学校

4チーム

8チーム

立川第3中学校

3校午前授業のため、午後より試合。

時間不足のため、順位決定行わず

3校午前授業のため、午後より試合。

時間不足のため、順位決定行わず
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5．対外試合���団体戦

開催日 主催名 大���会���名 開催場所 戦�������績

H28.5.8(日) 東京都 都民体育大会�男子 有明テニスの森 �対中野区 1回戦敗退

H28.5.14(日) 東京都 都民体育大会�女子 有明テニスの森 �対八王子市1回戦敗退

H28.5.19(木) 都下連 都下ママさん大会〔団体戦〕 青梅市友田コート �予選ブロック 3位  

H28.7.24(日) 市町村 第49回 東京都�市町村大会�男子 八王子松木コート �対三鷹市 2回戦敗退

H28.7.24(日) 市町村 第49回 東京都�市町村大会�女子 稲城北緑地公園 �対昭島市 1回戦敗退

H28.11.23(祝) 都下連 都下ソフトテニス大会�団体戦 羽村市富士見公園 �予選ブロック2位

 
 

６．⽴川市ジュニア育成 研修会 

 1）初⼼者ソフトテニス教室〔⽴川市教育委員会主催〕 
  ①実施⽇時  平成 28 年 5 ⽉１⽇（⽇）〜5 ⽉ 29 ⽇(⽇) 毎回 2 時間（9〜11 時）を 5 回実施した。 
  ②会  場  ⽴川市 泉市⺠コート ４⾯ 
  ③参加者   a) 指導者 連盟役員 各回 平均 20 名 延 100 名／5 回 
         b) 市内 ⼩、中学校の希望者 毎回 平均 40 名 延 200 名/5 回 
  ④研修内容・成果 本年は例年通り 5 ⽉ 1 週⽬より開始した。天候に恵まれ、予定の 5 回で終了できた。 
         ラケットの握り⽅、グランドストローク、サーブ、ボレー、スマッシュの打ち⽅の基本を 
         教えた。⼩学⽣は楽しく、中学 1 年⽣は基本を、2 年⽣は上⼿くなるためのコツを伝えた。 
 
 2）第 10 回 ジュニア育成事業事業、指導者・選⼿ 実技研修会 
  ①実施⽇時  平成 28 年 7 ⽉ 31 ⽇（⽕）10〜16 時 
  ②会  場  ⽴川市 泉市⺠体育館 ３⾯   
  ③参加者   a) 市内各中学校顧問先⽣、コーチ、連盟役員 15 名 
         b) 市内 ５中学校の代表選⼿ 76 名合計 91 名 
  ④指導者   ⽥中 弘 先⽣ ⽇本ナショナルチーム ⼥⼦部 監督  
  ⑤研修内容・成果 フットワークに重点を置き、普段気づかない点に意識を持たせ、体重移動を⾏う 
  ことを⾏った。今後の練習の際にヒントとなることを教えていただいた。 

 
 3）⽴川第七⼩学校 クラブ活動 
  ①実施時期  平成 28 年 4 ⽉ 25 ⽇〜平成 29 年 3 ⽉ 13 ⽇ 計画 16 回 実施 16 回 
  ②会  場  ⽴川第七⼩学校運動場（13 回）、錦町市営コート（3 回） 
  ③参加者   指導者〔⽴川七⼩〕クラブ活動顧問 2 名                
            〔ソフトテニス連盟〕指導員 5 名／受講⽣ クラブ部員 9 名 
  ④指導内容  グリップ確認、待球姿勢、フットワーク、素振り、フォアハンド、バックハンド、 
  テークバック状態⼀本打ち、サーブ、レシーブ、ボレー、スマッシュ、 
  ストローク練習、試合、マナー 
  ⑤成果 本年度は⾬中⽌が少なく、児童たちの上達が⾒られた。 
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 4）⼩学⽣テニス教室 
  ①実施時期  平成 28 年８⽉ 1 ⽇〜平成 28 年 11 ⽉ 3 ⽇ 計画 7 回 実施 7 回 
  ②会  場  ⽴川市 泉市⺠コート １⾯   
  ③参加者   〔ソフトテニス連盟〕指導員 6 名／受講⽣ 市内⼩学⽣ 各回 10 名 合計 70 名 
  ④指導内容  ラケットの握り⽅、素振り、⼀本打ち、ボレー、スマッシュ、サーブ。 
  ⑤成果    本年度から、初めて⼩学⽣だけの教室を⾏った。初⼼者ソフトテニス教室に来て、 
         興味を持った⼩学⽣を逃さないこと。まずは楽しく遊んでもらうことに重点を置いた。 
 
 
平成 28 年度レディース事業報告 

日時 大会名 会場 人数

2016/4/12(火), 14(木), 15(金) 第83回ママさんソフトテニス個人戦大会 小金井公園コート 4

4/19(火) 第77回レディースソフトテニス大会 有明コート 1

5/24(火), 25(水) 立川レディースおくたま路合宿 1泊 9

6/1(水), 2(木) 第38回全日本レディースソフトテニス東京都大会 有明コート 1

6/23(木) 立川レディース近隣クラブ親睦練習会 泉町コート 36

9/13(火), 15(木), 16(金) 第84回ママさんソフトテニス個人戦大会 小金井公園コート 1

11/1(火), 9(水) 第78回レディースソフトテニス大会 有明コート 1

11/25(金) 5市対抗戦    1位 泉体育館 10

2017/2/10(金) 6市対抗戦��5位 泉体育館 10
 

 

平成 29 年度レディース事業計画（案） 

日時 大会名 会場

2017/4/11(火), 13(木), 14(金) 第85回ママさんソフトテニス個人戦大会 小金井公園コート

4/18(火) 第79回レディースソフトテニス大会(40記念大会) 有明コート

5/23(火), 24(水) 立川レディースおくたま路合宿 1泊

6/6(水), 7(木) 第39回全日本レディースソフトテニス東京都大会 有明コート

6/22(木) 立川レディース近隣クラブ親睦練習会 泉町コート

9/12(火), 14(木), 15(金) 第86回ママさんソフトテニス個人戦大会 小金井公園コート

11/1(火),2(水) 第80回レディースソフトテニス大会 小金井公園コート

11/24(金) 5市対抗戦    泉体育館

2018/2/9(金) 6市対抗戦�� 泉体育館
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（収入の部）
　科　　　　目 　予算額 　決算額 明 細
　繰　越　金 291,919 291,919
　加　盟　金 80,000 70,000

　事　業　費 150,000 229,448

　雑　収　入 65,000 65,000
　合　　　計 586,919 656,367

（支出の部）

　科　　　　目 　予算額 　決算額 明 細
事務消耗費 30,000 28,590 印刷　コピー代　　文具代　
上部団体加盟費 17,000 17,000

通　信　費 10,000 3,120 切手　はがき代

会　議　費 15,000 3,900 総会弁当及び飲み物
旅　　　費 30,000 33,000
慶　弔　費 30,000 0
渉　外　費 20,000 10,000
補　助　費 30,000 10,135
予　備　費 10,000 38,000
雑　　　費 163,919 12,188 傷害保険料　他
次年度繰越金 0 308,939 平成29年度へ
　合　　　計 586,919 656,367

立川市ソフトテニス連盟
会　長 鍔本　昌弘 印
理事長 鎌田　幸雄 印
会　計 松岡美知子 印

監　査 菊池　　守 印
以上の通り相違ないことを認めます。

平成２９年３月　　日

2    8

　 体協分担金10,000　
学校部活実技指導者慰労会補助
会長・役員交際費　体協70周年　都下連50周年

平成２９年３月　　日
以上の通り決算報告致します。　　　

参　加　費 31,000 31,160
　都下ママ6,000　　都下団体15,000　送料160　　
　5市対抗5,0006　　6市対抗5,000

上部団体会議出席・体協動員要請交通費

　特別会計より：111,448
　 ボール代：60,000都下連謝礼：5,000　

（単位：円）

　 都下連　10,000　ママさん7,000　　

事　業　費 200,000 160,335
　春季：50,080　春季中学：60,929　夏季クラブ戦：4,800　
　ミックス16,052　男子クラブ戦：20,474　コート代：8,000

（単位：円）

平成27年度より
７クラブ　　前年度未納１クラブ
　春季：48,000　夏季クラブ戦:21,000　
　 ミックス：28,000　男子クラブ：21,000
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（収入の部） （支出の部） （単位：円）
　　　　摘　　　　　　　　要 収入額 　　摘　　　　　　　　要 支出額

77,000 大会運営費 91,288
 　　個人参加料 11,500

2,788
91,288 91,288

46,980 監督及び選手に支給 46,980

71,832 指導者謝礼用品購入費 39,470
　　一般会計へ 0 32,362

71,832 71,832

12,176 監督及び選手に支給 12,176

105,000 大会運営費 122,049
　　　選手参加料 15,900

1,149
122,049 122,049

　　第70回市民大会(中学）委託金 20,000 大会運営費 31,992
11,992
31,992 31,992

41,000 大会運営費 87,245
41,500
4,745
87,245 87,245

260,000 ジュニア育成金 278,104
18,104
278,104 278,104

145,000 ジュニア育成金 151,528
4,250
2,278

151,528 151,528

60,000 大会運営費 60,000

60,000 60,000
立川市教育委員会及び立川市体育協会よりの収支を以上の通り報告します。

平成２９年３月    日 立川市ソフトテニス連盟
会　長  　鍔本　昌弘　　　印

連盟負担金

連盟負担金

連盟負担金

　シニアスポーツ振興事業

体育協会負担金
教室参加費

2 8

合　　　計

合　　　計

　 ジュニア育成委託金(実技・メンタル研修）

　 ジュニア育成地域推進事業（小学生）

スポレク2016委託補助金

第70回市民大会委託金

体育協会負担金

選手参加料
第36回インドア大会補助金

第50回市町村大会派遣旅費

初心者テニス教室指導者報酬委託金

第６９回都民大会　派遣旅費

合　　　計

合　　　計

連盟負担金

合　　　計

合　　　計

合　　　計 合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計
体育協会負担金

合　　　計

合　　　計

合　　　計
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平成 29 年度事業計画（案） 
●立川市体協主催��◎立川市連盟主催�� ︎◻ ︎立川市連盟共催��◯立川市連盟主管� ■団体戦�参加行事

曜 行事・大会名 開催場所 時間 �上部団体大会、行事�連盟主管行事�

1/9（土）立川体協賀詞交歓（3名）

3 12 日 ◎立川市ソフトテニス連盟�役員会 泉体育館 17〜19時 2/8(月)東京都連盟�総会(1名)

19 日 ◎立川市ソフトテニス連盟�総会 泉体育館 17〜19時 2/18(土)都下連盟�評議委員会(2名)

3/5(日)立川シティマラソン

4 8 土 ●立川スポレクフェスタ2017�開会式 泉体育館

9 日 ●立川スポレクフェスタ2017�大会 柴崎体育館 9〜16時

9 日 立川春季選手権〔一般〕組合せ会議 柴崎体育館 16:30〜19:30

16 日 ◎立川春季選手権大会〔一般〕 泉コート 9〜19時（4面） 4/9,15,16,29関東オープン

22 日 ◎立川春季選手権大会【雨天予備日】 泉コート 9〜19時（4面） 4/29(祝)都下選手権〔青梅, 友田, 羽村〕→予備日5/5

30 日 ●教育委員会初心者テニス教室① 泉コート 9〜11時（4面） 4/30(日)東連 2級審判員検定会・研修会〔東京立正高校〕

30 日 市町村大会強化練習 泉コート 11〜15時(No4コート）

5 7 日 ●教育委員会初心者テニス教室② 泉コート 9〜11時（4面） 5/3~6 東連：春季級別〔有明〕

7 日 市町村大会強化練習 泉コート 11〜15時(No4コート） ■5/7(日)都民大会�男子〔有明〕

14 日 ●教育委員会初心者テニス教室③ 泉コート 9〜11時（4面） ■5/13(土)都民大会�女子〔有明〕

14 日 市町村大会強化練習 泉コート 11〜15時(No4コート） ■5/18(木)都下ママさん(団体)〔青梅〕→予備日5/25

21 日 ●教育委員会初心者テニス教室④ 泉コート 9〜11時（4面）

21 日 市町村大会強化練習 泉コート 11〜15時(No4コート）

28 日 ●教育委員会初心者テニス教室⑤ 泉コート 9〜11時（4面）

28 日 市町村大会強化練習 泉コート 11〜15時 5/29(日)東連 2級審判員検定会・研修会〔東京立正高校〕

6 4 日 ●教育委員会初心者テニス教室【雨天予備日】 泉コート 9〜11時（4面） 6/3 都下2級審判員検定会

11 日 ●教育委員会初心者テニス教室【雨天予備日】 泉コート 9〜11時（4面）

22 木 ◎立川レディース近隣交流大会 泉コート 9〜17時（4面）

24 土 小学生テニス教室① 泉コート 13〜15時(No4コート）

29 木 ◎立川レディース近隣交流大会【雨天予備日】 泉コート 9〜17時（4面）

7 2 日 ◎立川市春季選手権大会 中学生女子の部 泉コート 9〜19時（4面） ■7/23(日)市町村大会 男子：青梅、女子：青梅

8 土 ◎立川市春季選手権大会 中学生 女子の部【雨天予備日】 泉コート 9〜19時（4面）

9 日 ◎立川市春季選手権大会 中学生 男子の部 泉コート 9〜17時（4面）

15 土 ◎立川市春季選手権大会 中学生 男子の部【雨天予備日】 泉コート 9〜19時（4面）

22 土 小学生テニス教室② 泉コート 13〜15時(No4コート）

25 火 ●立川体協第11回ジュニア育成実技研修会 泉体育館 9〜16時（3面）

8 6 日 ◎夏季クラブ戦 泉コート 9〜19時（4面） 8/19,20(土日)都民生涯スポーツ大会〔有明〕

13 日 ◎夏季クラブ戦【雨天予備日】 泉コート 9〜19時（4面） 8/26,27(土日)東連：秋季級別〔駒沢〕

26 土 小学生テニス教室③ 泉コート 13〜15時(No4コート）

9 3 日 ●立川市民大会�中学生女子 泉コート 9〜19時（4面）

9 土 ●立川市民大会�中学生女子【雨天予備日】 泉コート 9〜19時（4面） ◯9/18(月)天仁吉秋季大会〔泉コート〕（9〜17）

10 日 ●立川市民大会�中学生男子 泉コート 9〜19時（4面） ◯9/23(土)都下・団体戦〔羽村富士見公園〕→予備日10/21

17 土 ●立川市民大会�中学生男子【雨天予備日】 泉コート 9〜19時（4面） 9/17,23(土日)東連：東京選手権：〔有明,猿江〕

30 土 ◎立川ミックス選手権大会 泉コート 9〜17時（3面=2,3,4)

30 土 小学生テニス教室④ 泉コート 13〜15時(No4コート）

10 1 日 ◎立川ミックス選手権大会【雨天予備日】

1 日 立川市民大会〔一般の部〕〔組合せ会議〕 泉体育館 17〜19時 ●10/10(祝)スポーツ祭り（予定）

8 日 ●立川市民大会〔一般の部〕 泉コート 9〜21時（4面） ◯10/14(土)都下シニア男成〜59女(泉コート)（9〜19）→予10/29

15 日 ●立川市民大会〔一般の部〕【雨天予備日】 泉コート 9〜21時（4面） ◯10/21(土)都下シニア男55〜75(泉コート)（9〜19）→予10/28

11 5 日 ◎立川男子クラブ対抗戦 泉コート 9〜19時（4面） ◯11/7(火)都下グランドシニア懇親大会〔泉体育館〕(9〜16)

12 日 ◎立川男子クラブ対抗戦【雨天予備日】 泉コート 9〜19時（4面） ◯11/19(日)天仁吉冬季大会

18 土 小学生テニス教室⑤ 泉コート 13〜15時(No4コート） ◯11/23(木)都下ミックス 一般,,成 ,45, 50〔泉体育館〕(9〜19:30)

◯11/24(火)三多摩五市団体戦(女子)〔泉体育館〕(9〜16)

12 24 日 立川市選抜大会〔組合わせ会議〕 泉体育館 （予定） ◯12/12(月)東京ママさん役員大会 (泉体育館)(12:30〜16）

26 火 ●立川市民体育大会〔中学校対抗戦〕 泉体育館 9:00〜19:30 ◯12/16(土)都下ミックス 55, 60, 65, 70〔泉体育館〕(9〜19:30)

1 7 日 ◎立川選抜インドア選手権 泉体育館 9:00〜19:30

27 土 小学生テニス教室⑥ 泉コート 13〜15時(No4コート）

2 24 土 小学生テニス教室⑦ 泉コート 13〜15時(No4コート） ◯2/7(水)三多摩四市大会�女子（柴崎体育館）(9〜19:30)

◯2/9(金)都下6市対抗戦（泉体育館）(9〜16）

3 24 土 小学生テニス教室⑧ 泉コート 13〜15時(No4コート） ◯3/11(日)天仁吉春季大会

◯3/21(日)近隣迎春シニア懇親会

年月日

H29

H30
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（収入の部）

�科��目

繰�越�金

加�盟�金

事業収入

雑�収�入

�合��計

（支出の部）

�科��目

事務消耗品費

上部団体加盟費

事業費

通信費

参加費

会議費

旅費

慶弔費

渉外費

補助費

予備費

雑費

次年度繰越金

�合��計

会   長：� 

理事長：��  

会   計：� 

����������
��	��������

70,000 90,000 8クラブ�+作人未収分1万

229,448 200,000 各大会参加料

平成28年度決算額 平成29年度予算額 �����適�����用

291,919 308,939 平成28年度より

65,000 65,000 都下連謝礼等

656,367 663,939

平成28年度決算額 平成29年度予算額 �����適�����用

28,590 28,000 事務用品、印刷代等

17,000 17,000 都下連・東京ママさん

160,335 200,000 各大会運営費

3,120 5,000 切手代・はがき代

31,160 32,000 対外団体戦等参加費

3,900 10,000 総会弁当代、飲物代

33,000 35,000 上部団体会議出席旅費、体協動員要請交通費

0 30,000 連盟関係者等

10,000 20,000 都連・体協分担金

10,135 20,000 学校部活実技指導者慰労会補助

38,000 40,000 会長・役員交際費

656,367 663,939

12,188 226,939 保険料・他

308,939 0

鍔本��昌弘  � �印

鎌田��幸雄 �  �印

松岡�美知子� �  印
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平成 29 年度 東京都ソフトテニス連盟 ⼤会⽇程 
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平成 29 年度 東京都下ソフトテニス連盟事業計画 

 
※団体戦もゼッケンを着⽤いたします。 
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平成 29 年度 対外団体戦 出場計画 
開催日 主催名 大���会���名 開催場所 出場資格・年齢区分

H29.5.7(日) 東京都 都民体育大会�男子 有明
�立川市内�在住、在勤

�一般2, 成1, シ45 1, シ55 1= 5組

H29.5.13(土) 東京都 都民体育大会�女子 有明
�立川市内�在住、在勤

�一般1, 成1, シ1 = 3組

H29.5.18(木) 都下連 都下ママさん大会〔団体戦〕 青梅市

�立川市内在住、在クラブ（1チーム3名まで）

�未婚者�30歳以上

�試合順�①年齢制限なし�②55以上�③45以上

H29.7.23(日) 市町村 第50回 東京都�市町村大会�男子 青梅市
�立川市内�在住、在勤

�一般1, 成2, シ2 = 5組

H29.7.23(日) 市町村 第50回 東京都�市町村大会�女子
�立川市内�在住

�一般1, 成1, シ1 = 3組

H29.9.23(土) 都下連 都下ソフトテニス大会�団体戦（男女）
青梅市

羽村市

�都下連登録選手�7組

�一般（男,女）、成（男,女）、シ（男,女）、ミックス = 7組

�ただし、在クラブ登録者は半数（7名）以下とする
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平成 29 年度 ⽴川市ソフトテニス連盟 役員および理事名簿 

 .
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    0     
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 0    0   

0   2  45

0    0    

0    0  

0 86    0   

0    0 B    

0   

0      

    

   0  

     0  

   0 3  

 

【役員の異動・役割変更】 
1. 林きみ → 辞退 

2. 監事 菊地守 → 吉村恒弘 
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平成 29 年度 ⽴川市ソフトテニス連盟加盟団体 
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【変更】 

1. 砂川クラブ代表 菊地守 → 菊池和⼦ 

 

平成 29 年度 ⽴川市ソフトテニス連盟加盟中学校・⾼等学校 
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立川市ソフトテニス連盟規約 
第１章 総   則 

第１条 本会を⽴川市ソフトテニス連盟と呼称する。 

第２条 本会は NPO 法⼈⽴川市体育協会及び東京都ソフトテニス連盟に加盟し⽴川⽀部を兼ねる。また必要に

応じ他の団体に加盟することが出来る。 

第３条 本会の事務局は理事⻑の指定した所に置く。 

 
第２章 目的と事業 

第４条 本会はソフトテニスの普及と発展に努⼒し、市⺠の体位向上と技術の⾼揚、⽣活の明朗化及び会員相互

の親睦を計り、ソフトテニスの充実に寄与することを⽬的とする。 

第５条 本会は前条の⽬的を達成するため次の事業を⾏う。 

１．各種ソフトテニス⼤会及び対抗試合の実施と援助。 

２．ソフトテニスの指導と講習の実施と協⼒。 

３．加盟団体（会員）相互の連絡と協調。 

４．その他本会の⽬的達成のための必要な事項。 

 
第３章 組   織 

第６条 本会は市内に於いてソフトテニスを実施している団体で組織する。 

第７条 本会への⼊会・⼤会は理事会の承認を得るものとする。 

第８条 会員は次の事項に変更ありたるときは速やかに事務局に連絡するものとする。 

１．名称の変更 

２．代表者の⽒名及び住所 

３．その他必要な事項 

 
第４章 役   員 

第９条 本会に次の役員を置く。 

１．会 ⻑  １名 

２．副会⻑  若⼲名 

３．理事⻑  １名 

４．副理事⻑ 若⼲名 

５．会 計  １名 

６．監 事  １名 

７．理 事  若⼲名 

第１０条 前条の役員の決め⽅及び職務については次のとおりとする。 

１．会⻑は会員の中から総会の決議により推薦する。会⻑は本会を代表し、会務を統括する。 
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２．副会⻑は会員の中から総会の決議により推薦する。副会⻑は会⻑を補佐し、会⻑事故ある時はその職

務を代⾏する。 

３．理事は会員の中から選出し、総会の承認を得て会⻑が委嘱する。理事は会員を代表し、事業の執⾏に

当たる。 

４．理事⻑、副理事⻑は理事の互選により総会の承認を得て会⻑が委嘱する。 

    理事⻑は会⻑の指⽰により会務を遂⾏し、副理事⻑はこれを補佐する。 

５．会計は理事の中から選出し総会の承認を得て会⻑が委嘱する。会計は総会で承認を得た会計業務を執

⾏する。 

６．監事は会員の中から選出し総会の承認を得て会⻑が委嘱する。本会の会計を監査し総会に報告する。 

第１１条 本会の役員の任期は⼆ヶ年とし、再選は妨げない。 

第１２条 本会に顧問を置くことが出来る。 

    顧問をおく場合は、理事会の推薦により会⻑が委嘱する。 

 
第５章 会議と運営 

第１３条 会議は総会と理事会の⼆つに分ける。 

第１４条 総会は定時総会と臨時総会の⼆つに分ける。 

第１５条 定時総会は毎年１⽉１⽇より３⽉末⽇までの間に開催し、臨時総会は必要に応じ会⻑が召集するもの

とする。 

第１６条 会議の議⻑は会⻑が務める。 

第１７条 総会は会員の半数（委任状も含む）で成⽴し、出席者の過半数で決する。 

第１８条 総会には次の事項を付議する。 

１．事業報告及び事業計画 

２．決算及び予算案 

３．規約改正、役員の承認 

４．その他の附議事項 

第１９条 理事会には次の事項を附議する。 

１．総会に附議すべき事項 

２．会務の執⾏に関する議案 

３．その他運営に関する議案 

 
第６章 会   計 

第２０条 本会の経費は会費、寄付⾦をもって⽀弁する。 

第２１条 本会に所属する団体は加盟⾦(会費)を納⼊しなければならない。 

第２２条 本会の加盟⾦（会費）は年度当初に会計に納⼊する。⾦額は別に定める。 
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第２３条 すでに払い込み済みの加盟⾦(会費）はいかなる理由にかかわらず返⾦されないものとする。 

第２４条 本会の会計年度は毎年３⽉１⽇に始まり、2 ⽉末⽇をもって終了する。 

 
附   則 

第２５条 この規約に定めなき事項は会⻑がその都度これを定める。 

 
細   則 

１．本規約は昭和４４年７⽉ 1 ⽇に施⾏ 

１．本規約の⼀部を改正     昭和５０年 ３⽉ ９⽇施⾏ 

１．本規約の⼀部を改正     昭和５４年 ３⽉１８⽇施⾏ 

１．本規約の⼀部を改正     昭和６０年 ３⽉２４⽇施⾏ 

１．本規約の軟式庭球の部分をソフトテニスに変更  平成 ５年 ３⽉２１⽇施⾏ 

１．本規約の監事２名の部分を 監事１名に変更  平成２３年 ３⽉２０⽇施⾏ 

１．本規約の第２条 ⽴川市体育協会をＮＰＯ法⼈⽴川市体育協会に改める 

平成２５年 ３⽉１０⽇施⾏ 

 


