
 

 

平成 2８年度 

宇部市テニス協会 

総 会 

 

 

 

 

 

 
日時：平成 2８年 2 月１３日（土）1７：０0～ 

場所：国際ホテル宇部 ダイヤモンドホールⅡ 

 



 

平成 28 年度宇部市テニス協会総会次第 

 

１ 会長あいさつ 

 

２ 年間表彰 

 

３ 議 題 

(1) 平成 27 年度事業報告、決算報告及び監査報告 

 

 

   (2) 平成 28 年度事業計画、予算案 

 

    

   （3） 役員改選 

 

 

４ その他 

(1) 大会運営等の留意事項 

 

 

(2) その他 



【特別表彰】

紀村　　樹

【一般男子】

山本　雄大

藤永　萌花

藤田　朱音

藤田菜々子

田中　里穂

　 齋藤　もも （ミズノTS)

第３回全国選抜中学校テニス大会
　ベスト４（団体女子）

西岐波中学校

（ジョイスポーツTC)

平成27年度　年間表彰者

山口県ランキング一般男子
　シングルス・ダブルス　２位

山口県ランキング１６歳以下　４位 （ミズノTS)

山口県ランキング１２歳以下　１位 （トゥネテニスクラブ）

（ミズノTS)

和歌山国体少年の部山口県代表
山口県ランキング１６歳以下　２位

（ミズノTS)

山口県ランキング１４歳以下　５位

（トゥネテニスクラブ）山口県ランキング１２歳以下　４位

山口県ランキング１６歳以下　５位
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平成27年度　事業報告

期日

総会 2/14

5/12

11/10

2/10

8/4

1/12

クラブ代表者会議 1/26

指導者連絡会議 3/3

テニスの日

“宇部市テニス祭り”

宇治市交流大会 9/12,13

市民テニス教室

小学生テニス教室

開催日 種　目

男子A級単 福井　裕也 （ミズノTS） 米田　　修 （オレンジハウス） 紀村　　樹 （ミズノＴＳ） 濱中　辰夫 （ジョイスポーツＴＣ）

男子B級単 阿久澤泰樹 （山口大学医学部） 三谷　芳弘 （オレンジハウス） 和田　光広 （Team　PAO） 小川　将司 （山口大学医学部）

男子C級単 杉山　朝喜 （ジョイスポーツＴＣ） 河村　修司 （サンデークラブ） 大田　晃大 （宇部高専） 宮田　翔希 （宇部高専）

男子D級単 山根　佳樹 （宇部高専） 島田　颯人 （宇部興産）

45歳以上男子単 福井　信行 （宇部グリーンクラブ） 弘中　淳一 （ＦＹＣ）
55歳以上男子単 野村　卓也 （西岐波テニスクラブ） 浦口　　功 （西岐波テニスクラブ）

65歳以上男子単 宮城　光廣 （ＵＴＣ）
ジュニア男子単 塚本　健太 （ジョイスポーツTC） 江田　夢叶 （黒石中学校) 藤本　龍成 （ミズノＴＳ） 澁谷　拓磨 （黒石中学校)

内田　智仁 （ミズノTS）

西村　健吾 (ミズノTS)

大道　俊介 （山口大学医学部） 三谷　芳弘 （オレンジハウス）

阿久澤泰樹 （山口大学医学部） 横山　隆志 （オレンジハウス）

中川　慶彦 （ミズノTS） 山根　佳樹 （宇部高専）

平田　真吾 （宇部興産） 古川　智也 （宇部高専）

松山　忠雄 （スクランブル）

津吉　宣生 （スクランブル）

吉井　直久 （ＵＢＥ72テニスクラブ）

野村　真一 （宇部ドクターズ）

竹田　　丈 （ジョイスポーツTC） 江田　夢叶 （黒石中学校) 澁谷　拓磨 （黒石中学校) 塚本　健太 （ジョイスポーツTC）

上田　概也 （フリー） 草田　玲司 （黒石中学校) 野口　　光 （黒石中学校) 品川　良和 （西岐波中学校）

女子A級単 田中　里穂 （ミズノTS）

女子B級単 岩田多希子 （宇部興産） 繁田　裕子 （宇部興産）

女子C級単 村重　寧々 （厚狭高校） 浜田　彩花 （厚狭高校）

ジュニア女子単 柏村　彩菜 （UBE72テニスクラブ） 古林　七実 （ミズノTS） 小路あかり （サンデークラブ） 片岡　　凛 （ジョイスポーツＴＣ）

米田　京子 （オレンジハウス）

安藤　誓子 （宇部興産）

河村　景子 （ミズノTS）

加瀬ウララ (ミズノTS)

田中　里穂 （ミズノTS） 古林　七実 （ミズノTS） 柏村　彩菜 （UBE72テニスクラブ） 片岡　　凛 （ジョイスポーツＴＣ）

藤田菜々子 （ミズノTS） 藤本　彩花 （ミズノTS） 柏村　聖菜 （UBE72テニスクラブ） 肥塚ひとみ （ミズノＴＳ）

一般男子単 木本　裕貴 （山口高校） 井上　幹基 （山口高校） 清水　誠人 （ＵＢＥ72テニスクラブ） 中村　優貴 （山口大学）

45歳以上男子単 松永　博憲 （球遊会） 池田　貴司 （中国電力） 福井　信行 （宇部グリーンクラブ） 小田　俊明 （球遊会）
55歳以上男子単 今川　敏彦 （周南テニスクラブ） 大石　　隆 （三井化学） 野村　卓也 （西岐波テニスクラブ） 得利　賢治 （ビート）

一般女子単 田中　里穂 （ミズノＴＳ） 瀧下　菜歌 （山口テニスアカデミー） 井上　愛梨 （山口サングリーンＴＣ） 笠原　麗奈 （テニスＤＩＶＯ）

寺本　崇史 （周南市役所） 半田　祐也 （ジョイスポーツTC） 山本　雄大 （ジョイスポーツTC) 濱中　辰夫 （ジョイスポーツTC)

斎藤　　颯 （徳山高専） 村田　真成 （山口大学） 竹田　恭教 （山口大学） 上田　幸樹 （ビート）

林　　洋明 （協和発酵バイオ） 福井　信行 （宇部グリーンクラブ）

十楽　浩之 （いのうえテニスガーデン） 河合　良房 （ふくいテニスクラブ）

藤岡　修美 （スクランブル）

廣石　　睦 （スクランブル）

岩本ちえみ （HCTT) 井上　愛梨 （山口サングリーンTC） 田中　里穂 （ミズノTS） 牛尾　成美 （山口サングリーンTC）

宮本　沙帆 （山口サングリーンTC） 藤田菜々子 （ミズノTS） 瀧下　菜歌 （山口テニスアカデミー） 牛尾　真夕 （山口サングリーンTC）

山本　雄大 （ジョイスポーツＴＣ） 福井　信行 （宇部グリーンクラブ） 寺本　崇史 （周南市役所） 上田　幸樹 （ビート）
吉原　優子 （西京銀行） 岩本ちえみ （ＨＣＴＴ） 寺西　冴映 （徳山高専） 長　布紗子 （ふくいテニスクラブ）

前期：4月～7月（全15回）　受講者/39名　　後期：9月～12月(全16回）　受講者/26名

5月～12月（全22回）　受講者64名

大会名 準優勝

男子CＤ級複

55歳以上男子複

ジュニア女子複

55歳以上男子複

一般女子複

年間表彰、H26行事・決算・監査報告、H27行事計画・予算　ほか

総会・大会の反省、テニスの普及、テニスの日、県協会総会報告　ほか

テニスの日、大会全般の反省、中学校部活、次年度大会、総会までのスケジュール　ほか

テニスの日、中学校部活、前半大会の反省　ほか

世代間交流テニス、ターゲットテニス、サービススピード記録会　　　参加者数：延458人

第３位

行　事

常任理事会

65歳以上男子複

3/1
3/8
3/29
4/5

女子A級複

理事会

内　　　　　　　　容

女子BC級複

会
議

一般男子複

45歳以上男子複

混合複

平成27年度
春季テニス大会

ジュニア男子複

大会運営について　ほか

優勝

第61回近県宇部
オープンテニス

トーナメント

4/25
4/26
4/29

大会運営、鈴木杯ジュニア大会、テニスの日、部活の普及　ほか

普
及
事
業

9/23
小畑沙織プロのテニスクリニック、テニスで遊ぼう“PLAY&STAY”、あなたも達人！100万人ボレーボレー

平成27年度総会付議事項審議、2015テニスの日について

役員改選、次年度に向けた協会運営・大会運営　ほか

宇治市との交流大会　参加者数：宇治市12名、宇部市24名

男子A級複

男子B級複
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平成27年度　事業報告

開催日 種　目

男子1部
男子2部
男子3部
男子4部
男子5部
男子6部
男子7部
男子8部
男子9部
男子10部
男子11部
女子1部
女子2部
女子3部
女子4部

中学生男子

中学生女子

一般男子単 内田　勝己 （宇部グリーンクラブ） 米田　　修 （オレンジハウス） 酒井　総磨 （フリー） 三谷　芳弘 （オレンジハウス）

45歳以上男子単 福井　信行 （宇部グリーンクラブ）

55歳以上男子単 廣石　　睦 （スクランブル）

65歳以上男子単 中原　省五 （エムシーファーティコムＴＣ）

一般女子単 柏村　彩菜 （UBE72テニスクラブ） 岩田多希子 （宇部興産） 柏村　聖菜 （UBE72テニスクラブ） 小路　紀子 （サンデークラブ）

上田　幸樹 (ビート） 山本　雄大 (ジョイスポーツTC） 岩村　庸平 （ＵＢＥ72テニスクラブ） 小西　公太 （オレンジハウス）

濱中　辰夫 (ジョイスポーツTC） 山本　正三 (ジョイスポーツTC） 清水　誠人 （ＵＢＥ72テニスクラブ） 福永　健彦 （オレンジハウス）

岩田多希子 （宇部興産）

植田　あき （宇部興産）

濱中　辰夫 （ジョイスポーツＴＣ） 和泉屋勇太 （山口大学医学部）

内田　勝己 （宇部グリーンクラブ） 大道　俊介 （山口大学医学部）

仁志川知晃 （山口大学医学部） 小川　将司 （山口大学医学部）

河田　一平 （山口大学医学部） 柴田　晃貴 （山口大学医学部）

畠中洋一郎 （セントラル硝子） 上田　裕翔 （宇部高専）

三宅　章裕 （セントラル硝子） 大田　晃大 （宇部高専）

神田　陽日 （宇部高専） 石川　満彦 （USA11）
江本　　暁 （宇部高専） 小西　敏明 （USA11）
堀　　憲次 （サンデークラブ）

室田　義文 （ミズノＴＳ）

渡辺　良信 （船木テニスクラブ）

伊藤　　豊 （船木テニスクラブ）

草田　玲司 （黒石中学校） 門田　和磨 （ミズノＴＳ） 高山　遼真 （ミズノＴＳ） 曽我部　豪 （黒石中学校）

澁谷　拓磨 （黒石中学校） 吉岡　大貴 （ミズノＴＳ） 古瀬　友貴 （ミズノＴＳ） 折田　孝斗 （黒石中学校）

平山　美紀 （Winning Shot)

岡　　友美 (Winning Shot)

末冨　弘子 （SCⅡ）
福田美華子 （SCⅡ）
上野　鈴葉 （ジョイスポーツＴＣ） 金藤　圭暖 （ミズノＴＳ） 古川　侑佳 （UBE72テニスクラブ） 恩塚　遥菜 （UBE72テニスクラブ）

柏村　聖菜 （UBE72テニスクラブ） 藤本　彩花 （ミズノＴＳ） 柏村　彩菜 （UBE72テニスクラブ） 和田明里沙 （UBE72テニスクラブ）

小学4年生以下男子 高山　流空 （ミズノＴＳ） 古瀬　稜真 （ミズノＴＳ）

小学5年生男子 門田　陵佑 （ミズノＴＳ） 杉原　　聖 （UBE72テニスクラブ）

小学6年生男子 中谷　心平 （ミズノTS） 垣内　勇星 （UBE72テニスクラブ）

中学1年生男子 高山　遼真 （ミズノＴＳ 江田　康輝 （黒石中) 新谷　元規 （黒石中) 佐々木隆翔 （黒石中)

中学2年生男子 竹田　　丈 （ジョイスポーツTC) 門田　和磨 （ミズノＴＳ 曽我部　豪 （黒石中) 小路　　樹 （サンデークラブ）

小学4年生以下女子 三浦　珂菩 （UBE72テニスクラブ） 真宅　栞愛 （ミズノTS)
小学5・6年生女子 神田　優弥 （ミズノＴＳ

中学1年生女子 藤本　彩花 （ミズノＴＳ） 山根　菜央 （西岐波中） 森富　悠佳 （西岐波中） 土井　彩寧 （黒石中)

中学2年生女子 藤田菜々子 （ミズノＴＳ） 古林　七実 （ミズノＴＳ）

山本　雄大 （ジョイスポーツTC) 岡崎　説俊 （ミズノTS) 柳井　将太 (宇部グリーンクラブ） 濱上　英昭 （Pole Pole）

松田　将起 （ジョイスポーツTC) 福島　大和 (大和オレンジボール) 小倉　拓展 (フリー） 金坂　知典 （Pole Pole）

榊田　典子 （山口市民） 岡崎　睦美 （ミズノTS) 村田　早苗 （フリー）

金坂　久美 （山口市民） 岡崎　美幸 （山口大学医学部) 岩田多希子 （宇部興産）

紀村　　樹 （ミズノＴＳ） 福井　信行 （宇部グリーンクラブ） 酒井　総磨 (山口オーサンスTC） 徳永　正美 (宇部グリーンクラブ）

藤田菜々子 （ミズノＴＳ） 岩本ちえみ （HCTT） 溝部日出子 (山口オーサンスTC） 池田　純子 (宇部グリーンクラブ）

一般男子複

宇部興産（A）

ミズノTS

ジョイスポーツＴＣ（Ａ）

一般男子B級複

UBE Tennis Fans

ジョイスポーツＴＣ（Ａ）

西部石油（A)

ジョイスポーツＴＣ（D）

FYC
UTC

第39回理事長杯
テニス大会

65歳以上男子複

ミズノTS（A）

JFTC(B)

Winning Shot

一般女子A級複

ジュニア男子複

一般男子A級複

小野田レディース（Ａ）

一般女子複

山口東京理科大（B）

セントラル硝子
アルデンテTC

混合複

55歳以上男子複

一般男子C級複

一般男子D級複

男子複

女子複
第9回

クリスマス
オープン

ミズノＴＳ（B）

平成27年度
会長杯

職域クラブ対抗
テニス大会

7/12
7/19
7/26
8/2

日産化学（A)

宇部興産（A)
中央テニスクラブ

宇部興産（B)

12/20

11/3

8/23

第11回
宇部日報杯

ジュニア
テニス大会

12/7

平成27年度
体育協会
理事長杯

宇部市テニス
選手権

9/6
9/21
9/27

第3回鈴木杯
ジュニア団体対抗

テニス大会

大会名 第３位

UBE72テニスクラブ Team PAO(A)

準優勝

ミズノＴＳ（Ａ）

城北中学校A

優勝

スクランブル（B)

宇部ドクターズ

宇部興産（B）
ミズノTS（B)

球人
SPAER WORLD

山口東京理科大（A）

ジュニア女子複

一般女子B級複

ミズノTS 比治山女子中学校
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平成27年度　宇部市テニス協会会計決算書

費　　目 H26決算 H27予算 H27決算 内　　訳　　
前年度繰越金 1,437,702 1,189,536 1,189,536
体育協会奨励金 94,480 91,000 86,800 ６６５人×120×7,000円
宇部市助成金 100,000 100,000 100,000 市民スポーツフロンティア事業（テニスの日）
年会費 1,126,500 1,130,000 1,122,500 団体加盟金、個人登録費
事業収入 1,756,500 1,788,000 1,841,500
（春季テニス） (261,500) (260,000) (279,500)
（近県宇部ＯＰ） (621,000) (620,000) (646,000)
（職域対抗） (345,000) (370,000) (315,000)
（体育協会会長杯） (168,000) (170,000) (164,000)
（理事長杯） (107,000) (110,000) (157,000)
（クリスマスＯＰ） (118,000) (120,000) (118,000)
（宇部日報杯ジュニア） (88,000) (90,000) (93,000)
（ジュニア団体対抗） (48,000) (48,000) (69,000)
受託事業収入 525,300 500,000 585,900 市民テニス教室・小学生テニス教室受託料
総会参加費収入 242,000 200,000 138,000 懇親会会費、祝儀
広告料収入 330,000 300,000 350,000 近県宇部ＯＰ広告料収入
雑入 187,700 50,000 74,300 セットボール販売代金、宇治市交流大会運営費収入

預金利息 295 0 255 協会口座、参加費口座
収入計 5,800,477 5,348,536 5,488,791

県テニス協会負担金 150,000 150,000 150,000
体育協会負担金 72,900 70,000 66,500 市体協賛助金（＠100×665人）
大会事業費 2,190,084 2,223,000 2,284,702
（春季テニス） (451,328) (452,000) (437,703)
（近県宇部ＯＰ） (483,960) (484,000) (502,872)
（職域対抗） (469,231) (470,000) (412,729)
（体育協会会長杯） (196,705) (200,000) (214,735)
（理事長杯） (172,240) (173,000) (164,110)
（クリスマスＯＰ） (135,860) (136,000) (128,150)
（宇部日報杯ジュニア） (93,710) (50,000) (46,939)
（ジュニア団体対抗） (57,450) (58,000) (72,076)
（ボール購入費） (129,600) (200,000) (305,388)
会議費 356,640 357,000 337,394 総会懇親会、理事会等会議室使用料、コピー代
普及強化費 1,215,432 1,205,000 1,326,416
（年間表彰） (47,000) (30,000) (30,000) 一般、ジュニア県ランキング上位者表彰他
（全国大会助成金） (35,000) (75,000) (75,000)
(テニス教室） (458,800) (460,000) (507,600) 市民テニス教室、小学生テニス教室指導者謝礼
（テニスの日） (486,094) (330,000) (461,108)
(普及事業） (52,678) (200,000) (0)
(山口県体育大会） (135,860) (110,000) (108,250)
（宇治市交流大会） (0) (0) (144,458)
研修費 51,835 50,000 57,720 Ｃ級審判講習会、指導者講習会受講
通信費 15,255 25,000 9,546 郵便料、、ＨＰサーバー・ドメイン料
委託料 270,000 0 0
消耗品費 26,109 30,000 23,751 インクトナー、ごみ袋、賞状、封筒ほか
備品費 181,400 60,000 32,921 デジタルカメラ
修繕費 0 50,000 0
印刷費 0 50,000 2,200 総会資料印刷費
慶弔費 66,814 55,000 38,842 弔電、香典、体協懇親会他
広告宣伝費 10,800 11,000 0
手数料 3,672 3,000 2,592 振込手数料

支出計 4,610,941 4,339,000 4,332,584
次年度繰越金 1,189,536 1,009,536 1,156,207

合計 5,800,477 5,348,536 5,488,791

以上相違ないことを認めます

　　平成28年 2月 2日 宇部市テニス協会
監　事

収
入
の
部

支
出
の
部

参加費、協賛金他

賞品、役員弁当代、コート使用料
ドロー会議会議室使用料、
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平成28年度　宇部市テニス協会主催大会計画

大会名 期日 面数 種目 試合方法等

男子単（一般A・B級、ジュニア） 試　合：ラウンドロビン・トーナメント方式個人戦

女子単（一般A・B・C級） 使用球：ブリジストンＸＴ－8

男子単（一般Ｃ・Ｄ級、45歳・55歳・65歳以上） 参加費：単1,000円　複2,000円

女子単（ジュニア、40歳以上） 　　（ジュニアは単500円、複1,000円）

男子複（一般A・B・C・D級、ジュニア、 申込締切：2月24日（水）必着

　　　　　　　　　45歳・55歳・65歳以上） 振込期限：2月26日(金）厳守

女子複（一般A・B・C級、ジュニア、40歳以上） ドロー会議：3月1日（火）19：00

男子複（一般、45歳、55歳、65歳） 試　合：トーナメント方式個人戦

女子複（一般、40歳） 使用球：ブリジストンＸＴ－8

男子単（一般、45歳、55歳、65歳） 参加費：単2,000円、複3,000円

女子単（一般、40歳） 申込締切：3月23日(水）必着

混合複 　※近県大会専用の申込用紙を使用のこと

各種目単複残り 振込期限：3月25日(金）厳守

ドロー会議：3月29日（火）19：00

試　合：団体戦（リーグ戦）

男子1部～10部(単3・複2)、11部（複3）

女子1部～4部(複3)

使用球：ブリジストンXT-8(持ち寄り)

参加費：1チーム5,000円

申込締切：6月22（水）必着

振込期限：6月24日(金）厳守

ドロー会議：6月28日（火）19：00

試　合：ラウンドロビン・トーナメント方式団体戦

使用球：ブリジストンＸＴ－8

参加費：1チーム3,000円

申込締切：8月10日(水）必着

振込期限：8月12日(金）厳守

ドロー会議：8月19日（金）19：00予定

一般男子単・一般女子複

45歳・55歳・65歳以上男子単 試　合：ラウンドロビン・トーナメント方式個人戦

40歳以上女子複 使用球：ブリジストンＸＴ－8

一般男子複、一般女子単 参加費：単1,000円、複2,000円

45歳・55歳・65歳男子複 申込締切：8月17日(水）必着

40歳以上女子単 振込期限：8月19日(金）厳守

ドロー会議：8月23日（火）19：00

平成28年度
体育協会理事長杯

宇部市テニス
選手権

9月 4日（日） 22

9月11日（日） 22

9月19日（月/祝）

平成28年度
会長杯

職域クラブ対抗
テニス大会

8月7日（日） 20 男子1・2・3・4・5部　

第4回鈴木杯
ジュニア団体

対抗テニス大会
8月27日(土） 22 中学生の部男女

男子11部（予選・決勝）　

平成28年度
宇部市春季
テニス大会

4月 3日（日）

4月24日（日） 22

20

第63回
近県宇部

オープンテニス
トーナメント

3月12日（土）

22

3月 6日（日）

20

4月30日（土）

7月3日（日） 16

7月31日（日）

4月29日（金/祝）

5月 1日（日）

7月30日（土）

22

男子6・7・8・9・10部　

22

20

22

22

予備日

女子1・2・3・4部

詳細未定

20

各種目単複

テニスの日 9月22日（木/祝） 22
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平成28年度　宇部市テニス協会主催大会計画

大会名 期日 面数 種目 試合方法等

試　合：ラウンドロビン・トーナメント方式個人戦

一般男子Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ級複 使用球：ブリジストンＸＴ－8

一般女子Ａ,Ｂ,Ｃ級複 参加費：複2,000円（ジュニアは1,000円）

45歳・55歳・65歳以上男子複 申込締切：10月12日(水）必着

40歳以上女子複、Ｊｒ男女複 振込期限：10月14日(金）厳守

ドロー会議：10月18日（火）19：00

試　合：ラウンドロビン・トーナメント方式個人戦

使用球：ブリジストンＸＴ－8

小学生学年別男女単 参加費：単500円

中学生学年男女別単 申込締切：11月16日(水）必着

振込期限：11月18日(金）厳守

ドロー会議：11月22日（火）19：00

試　合：ラウンドロビン・トーナメント方式個人戦

使用球：ブリジストンＸＴ－8

男子複、女子複、混合複 参加費：複2,000円（試合当日徴収）

申込締切：12月14日(水）必着

※当日抽選

2月26日（日） 22

3月4日（土） 22

3月5日（日） 22

4月2日（日） 22

各大会予備日

次年度コート調整会議で決定

第10回
クリスマス

オープンテニス
12月23日（金/祝） 22

1月15日（日） 22

平成29年度
宇部市春季
テニス大会

第41回理事長杯
テニス大会

11月3日(木/祝） 22

18

　・各大会の試合要項に変更が生じた場合は、ホームページに掲載します。

　　コート整備を行い、9：00試合開始の準備をお願いします。

　・各大会とも、8：15～8：30、8：30～8：45の時間に分けて練習用としてコートを開放します。8：45になりましたら、

第12回
宇部日報杯

ジュニア
テニス大会

12月11日(日）

　・各大会とも、会場は中央公園テニスコート、試合開始は9：00です。

　・すべての大会において、エントリー数や天候等により、試合方法を変更する可能性があります。

　・各大会とも、上記表に記載のないものは、「宇部市テニス協会大会実施要項」に基づき実施します。

　・近隣住民の方へ配慮するため、8：15以前に練習は行わないでください。（ランニング・ストレッチ等も不可）

　・職域クラブ対抗テニス大会は、「職域クラブ対抗テニス大会諸規則」を参照してください。

　・近県宇部オープンを除く各大会ともテニスにふさわしい服装とします。近県宇部オープンは別に大会要項で定めます。
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平成28年度　宇部市テニス協会会計予算案

費　　目 H27予算 H27決算 H28予算案 内　　訳　　

前年度繰越金 1,189,536 1,189,536 1,156,207

体育協会奨励金 91,000 86,800 91,000

宇部市助成金 100,000 100,000 100,000 市民スポーツフロンティア事業（テニスの日）

年会費 1,130,000 1,122,500 1,130,000 団体加盟金、個人登録費

事業収入 1,788,000 1,841,500 1,844,000

（春季テニス） (260,000) (279,500) (280,000)

（近県宇部ＯＰ） (620,000) (646,000) (646,000)

（職域対抗） (370,000) (315,000) (315,000)

（体育協会会長杯） (170,000) (164,000) (164,000)

（理事長杯） (110,000) (157,000) (157,000) 参加費、協賛金他

（クリスマスＯＰ） (120,000) (118,000) (120,000)

（宇部日報杯ジュニア） (90,000) (93,000) (93,000)

（ジュニア団体対抗） (48,000) (69,000) (69,000)

受託事業収入 500,000 585,900 590,000 市民テニス教室・小学生テニス教室受託料

総会参加料収入 200,000 138,000 150,000 懇親会会費、祝儀

広告料収入 300,000 350,000 350,000 近県宇部ＯＰ広告料

雑入 50,000 74,300 40,000 セットボール販売代金

預金利息 0 255 0 協会口座、参加費口座

収入計 5,348,536 5,488,791 5,451,207

県テニス協会負担金 150,000 150,000 150,000

体育協会負担金 70,000 66,500 70,000 市体協賛助金

大会事業費 2,223,000 2,284,702 2,237,000

（春季テニス） (452,000) (437,703) (388,000)

（近県宇部ＯＰ） (484,000) (502,872) (503,000)

（職域対抗） (470,000) (412,729) (413,000)

（体育協会会長杯） (200,000) (214,735) (215,000)

（理事長杯） (173,000) (164,110) (165,000)

（クリスマスＯＰ） (136,000) (128,150) (129,000)

（宇部日報杯ジュニア） (50,000) (46,939) (47,000)

（ジュニア団体対抗） (58,000) (72,076) (72,000)

（ボール購入費） (200,000) (305,388) (305,000)

会議費 357,000 337,394 338,000 総会懇親会、理事会等会議室使用料、コピー代

普及強化費 1,205,000 1,326,416 1,213,000

（年間表彰） (30,000) (30,000) (35,000) 一般、ジュニア県ランキング上位者表彰他

（全国大会助成金） (75,000) (75,000) (60,000)

（テニス教室） (460,000) (507,600) (508,000) 市民テニス教室、小学生テニス教室指導者謝礼

（テニスの日） (330,000) (461,108) (400,000) 講師旅費、グッズ、スタッフユニフォーム・弁当
他（普及事業） (200,000) (0) (100,000) 普及活動助成金

（山口県体育大会） (110,000) (108,250) (110,000)

（宇治市交流大会） (0) (144,458) (0)

研修費 50,000 57,720 60,000 Ｃ級審判講習会、指導者講習会受講

通信費 25,000 9,546 10,000 郵便料、はがき購入費、通信回線利用料

消耗品費 30,000 23,751 80,000 事務物品、ルールブック他

備品費 60,000 32,921 60,000 書庫、ボールかご他

修繕費 50,000 0 50,000 オーダーボード修繕他

印刷費 50,000 2,200 50,000 協会封筒印刷他

慶弔費 55,000 38,842 55,000 弔電、体協懇親会他

広告宣伝費 11,000 0 0

手数料 3,000 2,592 3,000 振込手数料

支出計 4,339,000 4,332,584 4,376,000

次年度繰越金 1,009,536 1,156,207 1,075,207

合計 5,348,536 5,488,791 5,451,207

収
入
の
部

支
出
の
部

賞品、役員弁当代、コート使用料、ドロー会議
会議室使用料他
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男子単（一般Ａ・Ｂ級、ジュニア） ビート

女子単（一般A、B、C級、） 宇部TD

男子単（一般C、D級、年齢別） ジョイスポーツTC

女子単（年齢別、ジュニア） 宇部エースクラブ

男子複（全種目） オレンジハウス

女子複（全種目） 宇部グリーンクラブ

男子複（一般、年齢別） 宇部ドクターズ

女子複（一般、年齢別） 宇部興産

男子単（一般、年齢別） アルデンテTC

女子単（一般、年齢別） JJB

男女単複残り エムシーファーティコムTC

混合複 山口大学医学部

小野田レディーズ

西岐波テニスクラブ

一般男子単、一般女子複 西部石油

年齢別男子単、年齢別女子複　 船木テニスクラブ

一般男子複、一般女子単 中央テニスクラブ

年齢別男子複、年齢別女子単　　　　　 日産化学

小学生学年別男女単 山口東京理科大

中学生学年別男女単 SPARE　WORLD

USA11

FYC

近県宇部オープンテニストーナメント

4月24日 日

8月27日 中学生男女

日

4月3日 日

ジュニア団体対抗テニス大会

4月29日 金/祝

4月30日 土

5月 1日 日 予備日

平成28年度　宇部市テニス協会主催大会当番クラブ割当表

協力人数：各クラブ２名　　集合：7：45

春季テニス大会

3月 6日 日

3月12日 土

理事長杯テニス大会

土

体育協会理事長杯宇部市テニス選手権

9月 4日 日

9月 11日

9月19日 月/祝 各種目単複残り

一般男子A,B,C,D級複、一般女子A,B,C級
複、年齢別男女複、ジュニア男女複

宇部日報杯ジュニアテニス大会

12月11日

球人

日

11月 3日 木/祝
長州産業

予備日

1月15日 日

☆雨天順延の場合は予備日にスライドします。

クリスマスオープン

12月23日 金/祝 男子・女子・混合複

8



【男子】

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1部 ジョイスポーツTC（A) ミズノTS（Ａ） ビート トゥネテニスクラブ

2部 宇部グリーンクラブ Ｔｅａｍ ＰＡＯ(A) JFTC（A) 宇部興産（A)

3部 オレンジハウス 西部石油 JJB（A) 中央テニスクラブ

4部 スクランブル(A) 宇部ドクターズ 西岐波テニスクラブ（A） 日産化学（A)

5部 サンデークラブ(A) 球人 協和醗酵キリン ＳＰＡＥＲ　ＷＯＲＬＤ

6部 船木テニスクラブ（A) UTC ジョイスポーツTC（Ｂ) 宇部興産（B)

7部 宇部高専 ＦＹＣ チームＩＮＧ JFTC（B)

8部 西岐波テニスクラブ（B） スクランブル(B) 船木テニスクラブ（B) ミズノＴＳ（Ｂ）

9部 宇部エースクラブ アルデンテTC 宇部興産（C) 山口東京理科大学（A)

10部 ルネサスセミコンダクタマニファクチュアリング㈱ セントラル硝子 ジョイスポーツＴＣ（Ｃ） ジョイスポーツＴＣ（D）

サンデークラブ（Ｂ） 山口東京理科大学（B) 日産化学（Ｂ） Winning Shot

宇部興産（Ｄ） JJB（Ｂ) UBE Tennis Fans サンデークラブ（Ｃ）

西部石油（Ｂ） サンデークラブ（Ｄ） ＵＳＡ１１ エムシー・ファーティコムTC

【女子】

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1部 小野田レディース（A) ジョイスポーツＴＣ（A） 宇部ＴＤ（Ａ） ミズノTS（A）

2部 Ｔｅａｍ　ＰＡＯ 宇部興産（A) 宇部グリーンクラブ（A) ＷｉｎｎｉｎｇＳｈｏｔ

3部 SCⅡ ミズノTS（B) 宇部興産（B) UBE Tennis Fans

4部 小野田レディース（B) 宇部TD（B) オレンジハウス ＵＳＡ11

※     最終決定は、ドロー会議で決定します。

※     男子11部については、前年度の参加チームを記載しています。

平成28年度　会長杯職域・クラブ対抗テニス大会リーグ表（予定）

・宇部高専、西岐波テニスクラブ（B)、ルネサスセミコンダクタマニファクチュアリング㈱は
平成27年度大会Ｎ／Ｓです。

・３部ＵＢＥ Tennis Fansは繰り上げ昇格
・小野田レディース（B)、宇部TD（B)は平成27年度大会Ｎ／Ｓです。

11部
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役職名 氏　　名 委員等 役職名 氏　　名 委員等

顧　問 鈴 木 英 太 郎 理　事 青 木 和 彦

会　長 今 釜 哲 男 〃 有 木 昭 政

副会長 芥 川 貴 久 爾 〃 磯 中 政 彦

〃 奥 村 恒 雄 〃 糸 井 茂

理事長 中 原 省 五 〃 楠 秀 夫

副理事長 秋 田 浩 二 総務委員長 〃 工 藤 興 太 郎 (中体連）

〃 出 本 健 一 競技委員 〃 古 瀬 泰 裕

〃 福 井 信 行 普及委員長 〃 曽 田 憲 史

常任理事 亀 川 誠 総務・競技委員 〃 竹 下 勝 美

〃 高 木 裕 子 総務委員 〃 中 嶋 健 二 (高体連）

〃 徳 永 正 美 普及委員 〃 何 本 佑 太

〃 友 永 由 宇 子 競技委員 〃 野 村 眞 一

〃 林 亜 紀 子 総務委員 〃 森 田 信 三

〃 廣 石 睦 普及委員 〃 森 本 正 志

〃 又 木 陽 一 総務・競技委員 〃 綿 井 靖 弘

吉 田 慈 孝 競技委員長 監　事 下 瀬 亨

吉 村 始 総務・競技委員 〃 湧 田 加 代 子

※太字は新任・昇任

宇部市テニス協会役員名簿

２０１６．３．１現在

10



11 

 

平成 28 年度宇部市テニス協会大会運営等に関する留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 大会参加費と個人登録費・団体加盟金の口座を間違えないようにお願いします。 

※ 大会参加費は、申込責任者の名義で納付をお願いします。 

※ 提出期限、納入期限を厳守してください 

 
 

大会参加申込送付先・大会運営に関するお問い合わせ先 

 〒755-0801 宇部市上条五丁目 7-30-4 吉田慈孝 宛 

   E-mail：kyougi@ucta.jp 

 

団体・個人登録提出先・協会運営等のお問い合わせ先 

   〒755-0077 宇部市山門三丁目 7-20 秋田浩二 宛 

   E-mail：soumu@ucta.jp 

【平成 28 年度主催大会等の変更点】 

■ 各大会におけるラウンドロビン方式は、基本的に３名（組）１ブロックとし、 

４名 1 ブロックの場合は、２試合/人・組の対戦とする。 

【団体加盟金、個人登録費】 

■ 団体加盟金 3,000 円/団体、個人登録費 1,500 円/人（高校生以下は 500 円） 

■ 団体の構成員が 5 名以下（女子のみは 4 名以下）は 1,500 円 

 ただし、年度途中で 6 名（女子のみは 5 名）に達したときは追加納付 

■ 年度当初の個人登録提出期限・団体加盟金、個人登録費納入期限 → 3 月 31 日 

   ※クラス登録基準に基づき個人登録をお願いします（HP 掲載あり） 

 

【振込先】 山口銀行宇部支店 （普通） 口座番号７０２６２６ 

口座名義：宇部市テニス協会 秋田浩二（アキタ コウジ） 

【大会参加費】 

■ 大会参加費（シングルス 1,000 円・ダブルス 2,000 円・団体戦 5,000 円） 

※クラス別大会のジュニアの部はシングルス 500 円、ダブルス 1,000 円 

※近県宇部オープンは、シングルス 2,000 円、ダブルス 3,000 円 

※ジュニア団体対抗戦は 3,000 円/チーム 

※フリーの参加は 1,000 円／人（ジュニアは 500 円／人）の加算 

 

【振込先】 山口銀行宇部支店 （普通） 口座番号６４２４８９４ 

      口座名義：宇部市テニス協会 中原省五（ナカハラ ショウゴ） 
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ラウンドロビン進行の変更について（案） 

宇部市テニス協会 競技委員会 

 

 2012 年秋から宇部市テニス協会主催大会の個人戦において、ラウンドロビン・トーナメント併用方式

にて試合進行を運営してきました。しかしエントリー数によっては、進行が非常に遅くなり、特にジュ

ニア大会においては夕方過ぎまでかかるため選手の帰宅が遅くなる問題が発生しています。また3人(組)

ブロックにて NS が発生した場合に、4 人(組)ブロックで 3 試合出来るのに対し、1 試合しか出来ないな

ど試合数の不公平が生じていました。つきまして、一定数以上のエントリー数の場合、予選ラウンドロ

ビンの進め方を一部変更することとします。 

 

１． 原則 13 エントリー数を超えた場合、4 人(組)のブロックは 2 試合で順位を決定する。3 人(組)

ブロックはこれまで通りの方法で進行する。 

２． 3 人(組)をベースに作成することを基本とするが、エントリー数により 4人(組)を併用する。ま

た、ジャストエントリーの場合 4人(組)にて作成することもある。 

３． 4 人(組)ブロックにて N/S が発生した場合は、3人(組)ブロックとしての扱いに変更し、試合を

進行させる。 

４． 4 人(組)ブロックでの試合進行は下図の通りに行う。すなわち A-C、B-D の試合を行わずに順位

を決定する。 

 ＜例＞ 

No.   Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 勝 負 率 順位 
1 Ａ   6 - 3 未実施 6 - 0 2 0 0.80 1 
2 Ｂ 3 - 6   7 - 5 未実施 1 1 0.48 2 
3 Ｃ 未実施 5 - 7   5 - 7 0 2 0.42 4 
4 Ｄ 0 - 6 未実施 7 - 5   1 1 0.39 3 

 

５． 順位付けの優先順位は以下のとおりとする。 

1) 勝利数の多い順 

2) 勝利数が同数の場合、取得ゲーム率の高い順 

3) 勝利数、取得ゲーム率ともに同数の場合、対象者以外の 2人(組)のうち上位の選手に対し

てのみの取得ゲーム率が高い方を上位とする。 

4)  1) ～ 3)のいずれの場合においても順位が決定しない場合はレフェリーが指定する方法

（くじ、じゃんけん等）により上位を決定する。 

＜上記(3)の場合の例＞ 

No.   Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 勝 負 率 順位 

1 Ａ   6 - 3 未実施 6 - 0 2 0 0.80 2 
2 Ｂ 3 - 6   2 - 6 未実施 0 2 0.29 3 
3 Ｃ 未実施 6 - 2   6 - 1 2 0 0.80 1 
4 Ｄ 0 - 6 未実施 1 - 6   0 2 0.08 4 

 


