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平成30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29年度事業報告、決算報告及び監査報告

（2）平成30年度事業計画、予算案

（3）役員改選

4その他

（1）新加盟団体紹介

（2）大会運営等の留意事項



平成29年度　年間表彰者

【特別表彰】

愛媛国体少年の部山口県代表（3年連続）
山口県ランキング18歳以下の部男子3位

【一般男子】

山口県ランキング一般男子
シングルス4位・ダブルス2位

山口県ランキング一般男子
シングルス7位・ダブルス1位

【ジュニア女子】

山口県ランキング12歳以下男子　3位

山口県ランキング12歳以下男子　5位

山口県ランキング10歳以下女子1位

山口県ランキング14歳以下女子1位

山口県ランキング14歳以下女子3位

山口県ランキング14歳以下女子　4位

山口県ランキング16歳以下女子1位

【特別功労者】

長年にわたる小学生テニス教室における指導

紀村　樹（ミズノTS）

野村　瑛宙（ジョイスポーツTC）

清水　誠人（トウネテニスクラブ）

田村　真情（ジョイスポーツTC）

田中　蓮斗（ミズノTS）

三浦善書（トウネテニスクラブ）

森永萌花（トウネテニスクラブ）

藤田　朱書（トウネテニスクラブ）

神田　弥優（ミズノTS）

藤田菜々子（ミズノTS）

富田　干城（JFTC）



平成29年度　事業報告

行事 ��期日 �内　　　　　容 

会 議 �総会 �2／25 �年間表彰、H28行事・決算・監査報告、H29行事計画・予算　ほか 

常任理事会 �5／10 �総会・大会の反省、ジュニア団体、テニスの日、部活指導員について　ほか 
11／8 �テニスの日の反省、大会全般の反省、中学枚部活、次年度大会の運営　ほか 

理事会 �2／15 �平成29年度総会付議事項審議、2017テニスの目について 8／2 �テニスの日、ジュニア団休対抗、中学校部活、宇治市スポーツ交流大会　ほか 

1／18 �次年度に向けた協会運営・大会運営　ほか 

クラブ代表者会議 �1／31 �大会運営について　ほか 

指導者連絡会議 �3／30 �鈴木杯ジュニア大会、テニスの日、中学校部活の普及　ほか 

普 及 事 業 �テニスの臼 �9／23 �浅越しのぶプロテニスクリニック、テニスで遊ぼう“PLAY＆STAY”、あなたも連人目00万人ボレーボレー “宇部市テニス祭り” ��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、親子交流テニス　　参加者数：延474人 

宇治市スポーツ交流大会 �9／30 �宇治市12名、宇部市17名参加 

市民テニス教室 � �前期：4月～7月（全18回）受講者34名　後期：9月～12月（全18回）受講者33名 

小学生テニス教室 � �5月～12月（全22回）受講者糾名 

大会名 �開催日 �種　目 �優勝 �準優勝 �第3位 

平成29年度 春季テニス大会 �3／5 3／11 4／2 �男子A級単 �半田　祐也（ジョイスポーツ凋 �濱中辰夫（ジョイ耕一ツTC） �嘗真恭平（フリー） �福本牡之（フリー） 

男子B級単 �村田　真成（SPAREWORL田 �野口　楓太　くジョイ耕一ツTO） �和田　光広（T88mPAO） �松井　亮太（セントラル硝子） 

男子C級単 �南里　幸作（サンデークラブ） �森脇仁斎平（宇部高専） �河村　修司　けンデークラブ） �佐藤　俊（サンデークラブ） 

鳩歳以上男手阜 �弘中淳一　（FY（〕） � � � 

55歳以上男子阜 �奥村恒撞　く西部石油） � � � 

65歳以上弟子単 �廉石　睡（スクランブル） � � � 

ジュニア男子単 �伊藤∴陽太　くミズノTS） �河野　冬弥（苛岐波中学校） �佐々木隆翔（黒石中学校） �江田　鹿輝（黒石中学校） 

男子A級複 �田村雇介（ジョイスボーッTC） 内田・智仁（ミズノTS） � � � 

男子B級複 �村上彰教（SPARE欄LO） 中村裏手（甜鯛EW乱D） �篠原良夫伽木テニスクラブ） 弘中淳一（FYC） � � 

男子C級榎 �山本雄希（日産化学） 三根意（日産化学） �河村修司（サンデークラブ〉 石井欣也（サンデークラブ） � � 

男子D級複 �三宅泰弘（宇部興産） 三浦則男（宇部興産） � � � 

55歳以上男子襟 �又木勝一（フリー） 秋田港ニ（JJB） � � � 

晒歳以上男子複 �松山忠雄（スクランブル） 薄青圭生（スクランブル） � � � 

ジュニア男子複 �伊藤　偶太くミズノTS） �江田　康輝（黒石中学線〉 �三浦　錦人（トゥネテニスクラ刀 �河野　冬弥摘岐波申半枚） 
門田陵佑（ミズノTS） �土井　悠司（黒石中学校） �垣内　美星（トゥネテニスクラ刀 �壱岐　朋失　く西岐波中学校） 

女子A級単 �松岡れいら（フリー） � � � 

女子B級単 �磯部　寛子　くぼET。ⅧF8扇 �岡村　貴子（し旺丁即n汗加点 � � 

女子C級単 �田中沙季（フリー） � � � 
ジュニア女子単 �神田巨隆弥くミズノTS） �柏村　聖菜（トゥネテニスクラ刀 �和田明星沙（ト頑テニスクラブ） �藤本彩花（ミズノTS） 

女子A級横 �木本真由美（球人） 野村直子（球人） � � � 

女子80級複 �箕周巨雅代（宇部興産） 繋田裕子（宇部興産） � � � 

ジュニア女手檀 �恩塚遣菜（トゥネテニスケデカ �藤本彩花（ミズノTS） �上野　鈴築くジョイスボーッTC） �山根　菜央（酉岐波中華絞） 
和腫日数里沙（トゥネテニスクラ功 �神田弥優（ミズノTS） �柏村　聖菜（トゥネテニスクラ刀 �丸山　友幸（雷岐波中学校） 

第63回近県宇部 オープンテニス トーナメント �4／29 4／30 5／3 �一般男手単 �清水　誠人（トゥネテニスクラ刊 �山本　康輝（ジョイスポーツTC） �井戸垣健太（山口大学） �白井　貴大（協和尭軌ミイオ） 

45歳以上男手単 �福井　債行（宇部クリーンクラブ） �牛越　由澹（宇部興産） �内田　勝己（宇耶クリーンクう刀 �山本　英樹　伯立製作所） 

55歳以上男手単 �今川　敏彦（周南テニスクラ切 �奥村　恒雄（西部石油） � � 

85歳以上男子単 �廉石　睦（スクランブル） �中川　芳夫（トゥネテニスクラ勇 � � 

一般男手棲 �山本康輝（ジョイスボーッⅧ） �松田　将起（ジョイスポーツTO） �清水　誠人（トゥネテニスクラ勇 �福永智康　（JJB） 

三宅　亮太（山口大学） �田村　恵介（ジョイスボーッTC） �梶田博史（マツダ） �木本周作（球人） 

鵬鐘以上男子複 �金坂知典（POLEPOLE〉 沸上英昭（POLEPOLE〉 � � � 

55歳以上男子襟 �十楽浩之8例えテニ姻一丸） 林洋明（協和莞訊くイオ） � � � 

85歳以上男子複 �松山忠雄（スクランブル） 津書皇生（スクランブル） � � � 

一般女子単 �牛尾上真夕αルプアテニスクラブ） �寺西　冴映（徳山高専） �寺尾　直美（防府グリーン） �今野　香美（山口サン列－ンTC） 

一般女子複 �岩本ちえみ（HCTT） �轟木　陽菜（アルファテニスカブ） �豊田ゆき乃（ミズノ椅岩国） �澤　成美（東ソー） 

寺尾　直美（防府グリーン） �牛尾　真夕　のレフ行ニスクラブ） �吉本　菜月　仔ル77テニスカブ） �山本彩美（NSOG） 



平成29年度事業報告

大会名 �開催日 �種　目 �優勝 �準優勝 �第3位 

第83回近県宇部 オープンテニス トーナメント �4／29 4／30 5／3 �40歳以上女手檀 �川田利江（ミズノTS） 安部恵子（オーサンスTO） � � � 

混合複 �福井　信行（宇部クリーンクラの �鳥越　知行（らんらん倶集廊） �山本　康輝（ジョイスボーッm） �清水　滅入（トゥネテニスクラブ） 
岩本ちえみ（HCTT） �澤　成美（東ソー） �新見みゆき（山口大学） �村田　早苗（周間テニスクラ男 

平成29年度 会長杯聴域クラブ対抗 テニス大会 �7′2 7／23 7／29 7／30 �男子1部 �ジョイスポーツTC〈A） �トウネテニスクラブ � � 

男子2部 �ビート �宇部興産（A） � � 
男子3部 �TeamPAO �宇部ドクターズ � � 

男子4部 �SPAERWORLD �スクランブル（A） � � 

男子5部 �サンデークラブ �ジョイスポーツTC（B） � � 

男子6部 �球人 �宇部興産（B） � � 
男子7部 �ミズノTS（B） �JFTC（B） � � 

男子8却 �ジョイスポーツTC（C） �アルデンテTO � � 

男子9部 �セントラル硝子（A） �山口東京理科大（A） � � 
男子10部 �西部石油（B） �サンデークラブ（B） � � 
男子11部 �山口東京理科大（B） �サンデークラブ（D） � � 
女子1部 �ミズノTS（A） �小野田レディース � � 

豪手全都■‥丁 �WihningShot �T畠ahPAO � � 

女子3部 �ミズノTS（B） �UBETenni＄Fans � � 

第5回鈴木杯ジュニア 団体対抗テニス大会 �8／24 8／25 �中学生男子 �カトウテニスクラブ �黒石中学校（B） � � 

中学生女子 �レノフア山口 �山の田中学校 � � 

平成29年度 体協カップ 宇部市テニス選手権 �9／3 9／24 �一般男子単 �演中　辰夫（ジョイスボーッTC） �米田　修くれンジハウス） �小西　公太（オレンジハウス） �福永　健康（レンジハウス） 

45歳以上男子阜 �椿井　信行（宇部グトンクう刀 � � � 

55歳以上男子単 �特利賢治（ビート） �奥村　恒雄（西叡石油） � � 

嘲一腱昇平単 �二庭石・睦雄砂ねプ乱す � � � 

一般男子複 �内田　勝己（宇部グノーンクう刊 �佐藤　克戟（セントラル硝子） �小西　公太（れンジハウス） �曽田　憲史（宇部興産） 

濱中　辰夫（ジョイ耕一ツ℃） �松井　亮太（セントラル硝子） �福永　健康けレンジハウス） �藤原　和鹿（宇部興産） 

45歳以上男子棟 �桂猛（サンデークラブ） 裁量良和（サンデークラブ） � � � 

55臆以上男子複 �奥村恒雄（西部石油〉 得利賢治（ビート） � � � 

蒔厳以上兵事複■ �．松山息雄（スクランブル．モ 浄書互生（スクランブル） � � � 

一般女子単 �神田　優弥（ミズノTS） �植田　あき（宇部興産） � � 

一般女子複 �林亜紀子（宇部興産） 岩田多希子（宇敲興産） �磯部寛子（し旺加藤内心 頭源治雅子（USAll） � � 

平成29年度 理事長杯テニス大金 �11／3 �一般男子A級複 �村田其成（宇部興産） 松尾武（宇部興産） � � � 

「般男子8故複 �西本祐喜（サンデークラブ） 色目悠記（サンデークラブ） � � � 

一般男手C級複 �青井直久（サンデークラブ） 商量幸作（サンデークラブ） � � � 

一般男子D級複 �三浦則男（宇部興産） 高田諒－（宇部興産） � � � 

55歳以上男子複 �堀意次（サンデークラブ） 圭日義文相ンデークラブ） � � � 

85歳以上男手桟 �■廣石∴睦・（スクランブル） 中原省玉はムシー・7㌢やユ0 � � � 

ジュニア男子複 �伊藤腸太（ミズノTS） 壇内勇星（トゥネテニスクラ刊 �立石真磨くミズノTS） 高山流空くミズノTS） � � 

一般女手A級横 �藤本彩花（ミズノTS） 神田優弥（ミズノTS） � � � 

一般女子8C級複 �磯部寛子（U既丁卵也軸戚 帝源治雅子（USAH） �岡村貴子（L圧丁如S触由 吉本■和代（L旺TQ雨戸8滴 � � 

ジュニア女子複 �和田明星沙（トゥネテニスクラ刀 和田麻央（トゥネテニスクラ勇 �山城愛美（酉岐波中学綾） 大木萌青果僧岐波中学校） �石　青　汁ウネ‾－スクラ男 �池森披く壱岐波中学校） 村田愛荊（ち岐波中学校） 
7‾－ 吉村春風くトゥネテニスクラ勇 

第13回 宇部日報杯ジュニア テニス大会 �12／10 � �木花　蒼空（トゥネテニスクヲカ �小西　悠晴（上宇部小学綾） � � 

小学5年生男子 �幡中　洋樹（ミズノTS） � � � 

小学8年生男子 �田村真情（ジョイスポーツTC） � � � 

中学1年生男子 �河村　空也（トゥネテニスクラブ） �門田陵佑（ミズノTS） �杉原　聖（トゥネテニスクデカ �塩田韓之亮（ミズノTS） 

中学2年生男子 �垣内　勇星（トゥネテニスクラ刊 �伊藤　陽太（ミズノTS） �立石　真慶（ミズノTS） �谷村雄太郎（西岐波中学校） 

三浦　轟音（トゥネテニスクラ男 � � � 

小学5・8年生女子 �高橋　宝良（ミズノTS） �和田　麻央（トゥネテニスクラ刀 � � 

中学1年生女子 �神田　優弥（ミズノTS） �弘中　日薫（ミズノTS） �大木萌百果（西條汝中学校） �大石　百花（トゥネテニスクラ勇 

中学2年生女子 �大井　千晶（烏有中学校） �森　ほえむ（酋岐波中学校） �小西　愛（西岐波中学校） �内田　成美（黒石中学校〉 

第11回 �12／23 �男子複 �河野裕介（ミズノTS） �杉山　朝喜（オレンジハウス） �岩村　庸平汁ウネテニスクヲカ �平山　拓弥（SPAERWO札D） 

村田　真成（宇部興産） �米田　修（れンジハウス） �笠井　俊範（トゥネテニスクラ勇 �藤原　将暮（SPA印㈹M） 

女子複 �宮本　沙帆（山口サングリーン） �富田　厚美　（JJB） �藤波　妙子（WinningShod �吉村　春風（川上中学校） 
クリスマスオープン ���谷間ゆかり（ふくいTO） �岡山　直子（フリー） �城島　美和（W両∃〔g馴od �大石　盲花（川上中学線） 

混合複 �上日　章樹（ビート） �野村瑛膏（ジョイスポーツm） �石永智之（球人） �小路　義郎（サンデークラブ） 
藤田菜々子（ミズノTS） �小林真理（宇部興産） �野村直子（球人） �小路あかり（サンデークラブ） 



平成29年度　宇部市テニス協会会計決算書

着　日 �H28決豊1日29号隻l ��H29決豊　t �内　訳 

収 入 の 部 �前年度繰越金 �1，156，207 �1，187．076 �1，187，076 � 

体育協会奨励金 �91－，720 �91，000 �96，640 �747人×120円＋7，000円 

宇部市助成金 �100，000 �0 �100，000 �宇部市スポーツコミッション助成金（テニスの白） 

年会費 �1，0乃，500 �1，060，000 �‡は7．500 �団体加盟金、個人登録車 

事業収入 �1β16．500 �1，917．000 �1，728，500 �参加費、協賛金地 

（春季テニス） �r（319，500） �（320，000） �（29訊000） 

（近県宇部OP） �（631，000） �（631，000） �（630，000） 

（職域対抗〉 �（310，000） �（310．000） �（295，000） 

（体協カップ） �（203，000） �（203，000） �（128．000） 

（理事長杯） �（170，000） �（170，000） �（98，000） 

（クリスマスOP） �（110，000） �（110，000） �（130，000） 

（宇部日報杯ジュニア） �（107，000） �（107，000） �（88，500） 

（ジュニア団体対抗） �（66，000） �（隠000） �（60，000） 

受託事業収入 �57乳000 �579，000 �■　612，800 �市民テニス教皇り小学生テニス教室受託料 

総会参加費収入 �147．000 �147，000 �158，000 �懇親会会費、祝儀 

広告料収入 �345，000 �345，000 �340，000 �近県宇部OP広告料収入 

雑入 �83．535 �40，000 �131，750 �セットポール代、宇治市大会運営費・懇親会、ルールブック販売 

漁金利息 �142 �0 �14 �協会口座、参加費口座 
収入計 �5．472．604 �5．366．076 �5．342．080 � 

支 出 ‾の 部 �県テニス協会負担金 �150，000 �150，000 �150，000 � 

体育協会負担金 �70，＄00 �70，000 �74，700 �市体協賛助金（＠100－×747人） 

大会事業費 �2，298，012 �2，229，000 �乙107，650 �賞品、役員弁当代、コート使用料 ドロー会議会議室使用料、コピー代 

（春季テニス） �（403，723） �（405，000） �（3略836） 

（近県宇部OP） �（486．837） �（4軋000） �（4軋717） 

（職域対抗上 �（407，405） �（410，000） �（425，964） 

（体協カップ） �（248，973） �（250，000） �（171，580） 

（理事長杯） �（160．610） �（1時000） �（114．120） 

（クリスマスOP） �（214．150） �（130，00¢ �（117．280） 

（宇部日報杯ジュニア） �（52，374） �（53，000） �（53，804） 

（ジュニア団体対抗） �（略950〉 �（略000） �（90．373） 

（ボール購入費） �（2恥190） �（260，000） �（286，976） �大会用ポール 

会議費 �325，832 �322，000 �34乙512 �総会懇親会、理事会等会議室使用料、コピー代 

普及強化費 �1，219，261 �1，270，000 �■1，374，597 � 

（年間表彰） �（35，000） �－（35，000） �（21，∝吋） �一般、ジュニア県ランキング上位者表彰ほか 

（全国大会助成金） �（モ札000） �（60，000） �（10，000） �5，000円×2名 

（テニス教室） �（＄0軋400） �（595，000） �（627．108） �指導者謝礼、追加コート代、スポンジポール 

（テニスの日） �（36乳681） �（370，000） �（319．960） �コート使用料、参加賞、プロ交通費、スタッフユニフォームほか 

（普及事業） �（29，210） �（100，000） �（5乳000） �普及事業補助金、C級審判更新 

（山口県体育大会） �（118，970） �（110，000） �（114，948） �交通費、弁当代ほか 

（宇治市交流大会） �（0） �（150，000） �（223，弛1） �飲み物代、宇治市懇親会 

研修費 �4，780 �50，000 �13，000 �県ジュニア合宿指導者醸習会、中国地域指導者講習会 

通億費 �16，733 �15，000 �16，157 �郵便料、、HPサーバー・ドメイン料 

消耗品費 �34．227 �50，000 �52，934 �インクトナー、賞状、ルールブック、会長印ほか 

備品費 �0 �50，000 �0 � 

広告費 �0 �0 �10，800 �高校総体特集掲載（宇部日報） 
印刷費 �44．860 �50，000 �3，700 �・総会資料 

慶弔費 �35，000 �50，000 �58，842 �体協懇親会、県テニス協会懇親会、香典・弔電ほか 

手数料 �3，888 �3，000 �4，428 �振込手数料 

寄付金 �82，535 �0 �0 � 

支出計 �4．285，528 �4，30乳000 �4，209，320 � 

次年度繰越金 �1．187，076 �1．057カ7＄ �1，132，760 � 

合計 �5．47乙的4 �5．366．076 �5．342．080 � 

以上相違ないことを認めます

平成30年2月5日

監事　丁頚頁短　音

如夕瑚㌢⑧
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平成30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 

平成30年度 春季テニス大会 �3月4日（日） �22 �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 

女子早く一般A・B・C級） �使用球：ブリジストンXT－8 参加費：単1．000円複2，000円 

3月18日（日） �22 �男子単（一般C・D級、45歳・55歳・65歳以上） 

女子単（ジュニア、40歳以上） �（ジュニアは単500円、複1，000円） 申込締切：2月14日く水）必着 

4月1日（日） �22 �男子複（一般A・B・C■D級、ジュニア、 45歳・55歳・65歳以上） �振込期限：2月16日（金）厳守 

女子複（一般A・BlO級、ジュニア、40歳以上） �ドロー会議：2月19日（月）19：00予定 

第64回 近県宇部オープン テニストーナメント �4月28日（土） �22 �一般男子単、45歳・55歳・約歳以上男子複 �試　合：トーナメント方式個人戦 

暮般女子棲、40歳以上女子複 �使用球：ブリジストンXT－8 参加費：単2，000円、複3，000円 

4月29日（日） �22 �一般男子複、45歳、55歳、65歳以上男子単 
一般女子単、40歳以上女子単 �申込締切：3月28日（水）必着 ※近県大会専用の申込用紙を使用のこと 

4月30日（月／祝） �18 �混合複 

各種目単複残り �振込期限：3月30日（金）厳守 ドロー会議：4月4日（水）19：00予定 

5月3日く木／祝） �22 �予備日 

平成30年度 会長杯職域クラブ 対抗テニス大会 �7月1日（日） �20 �男子11部（予選■決勝） �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～3部（単1・複2） 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6（水）必着 振込期限：6月8日（金）厳守 ドロー会議：6月20日（水）19：00予定 
7月22日（日） �16 �女子1～3部 

7月29日（日） �20 �男子6・7・8・9・10部 

8月5日（日） �20 �男子1・2・3・4・5部 

第6回 鈴木杯ジュニア団体 対抗テニス大会 �8月12日（日） �22 �中学生の部男女 �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：未定 振込期限：未定 ドロー会議：未定 

平成30年度 �9月9日（日） �22 �一般男子単・一般女子棲 �試　合：ラウンドロビン・トーナメント方式個人戦 

45歳・55歳・65歳以上男子複 �使用球：ブリジストンXT－8 

40歳以上女子複 �参加費：単1．000円、複2．000円 

体協カップ 宇部市テニス選手権 �9月17日（月／祝） �22 �一般男子複、一般女子単 �申込締切：8月22日（水）必着 

45歳・55歳■65歳男子単 �振込期限：8月24日く金）厳守 

40歳以上女子単 �ドロー会議：8月29日（水）19：00予定 

9月24日（月／祝） �16 �各種目単複（残り） 

テニスの日 “宇部市テニス祭り” �9月23日（日） �14 �詳細未定 � 
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平成30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 

平成30年度 �11月3日（土／祝） �22 �一般男子A凰C．D級複 �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 
一般女子A．B，C級複 �参加費：複2，000円（ジュニアは1，000円） 

理事長杯テニス大会 ���45歳・55歳165歳以上男子複 �申込締切：10月10日（水）必着 

40歳以上女子複、Jr男女複 �振込期限：10月12日（金）厳守 ドロー会議：10月17日（水）19：00予定 

第14回 宇部日報杯 ジュニアテニス大会 �12月9日（日〉 �22 �小学生学年別男女単 �試合：ラウンドロビンtトーナメント方式個人戦 使用球：ブリジストンXT－8 参加費：単500円 

中学生学年男女別単 �申込締切：11月14日（水）必着 振込期限ニ11月16日（金）厳守 ドロー会議：11月21日（水）19：00予定 

第12回 �12月23日（日） �22 �男子撞、女子複、混合複 �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 

クリスマスオープン ����参加費：棲2，000円（試合当日徴収） 

テニストーナメント ����申込締切：12月12日（水）必着 ※当日抽選 

1月13日（日） �22 �各大会予備日 � 

平成31年度 �2月24日（日） �22 �次年度コート調整会諸で決定 3月3日（日） �22 

春季テニス大会 �3月17日（日） �22 �3日間で実施予定 

4月7日（日） �22 

・各大会とも、会場は宇部マテ“フレツセラ”テニスコート、試合開始は9：凹です。

・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、

コート整備を行い、9：∞試合開始の準備をお願いします。

・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）

・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。

t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。

・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。

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。

・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。

・各大会の参加中込は、各大金参加中込鮪切廿の1月前から婁付けます。
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平成30年度　宇部市テニス協会会計予算書（案）

費　目 ��H29予算 �H29決算 �lH30予算案 �l　　　　　　　内　訳 

前年度繰越金 ��1，187，076 �1，187，076 �1．132，760 � 

僑育協会奨励金 ��甘1こ000r �96：■紺0■ �習5刀00 � 

宇部市助成金 ��0 �100，000 �100，000 �宇部市スポーツコミッション助成金（テニスの日） 

年会費 ��1，060，000 �987，500 �990，000 �団体加盟金、個人登録費 

事業収入 ��1．917，000 �1，728，500■ �1，830，000 � 

（春季テニス） ��（320，000） �（299．000） �（300，000） �参加費、協賛金地 

（近県宇部OP） ��（631，000） �（630，800） �r（630，000） 

収 入 の 部 �（職域対抗） ��（310，000） �（295，000） �（290，000） 
（体協カップ） ��（203，000） �（128，000） �（180，000） 

（理事長杯） ��（170，000） �（98．000） �（150，000） 

（クリスマスOP） ��（110，000） �（130，000） �（130，000） 

（宇部日報杯ジュニア） ��（107，000） �（88，500） �（90，000） 

・（・ジ斗ニア団体対抗） ��・・紬軌000・）・ �・牒Oi008） �二極0‘・0抑 

受託事業収入 ��579，000 �612，600 �610，000 �市民テニス教室りト学生テニス教室受託料 

総会参加料収入 ��147，000 �158，000 �160，000 �懇親会会費、祝儀 

広告料収入 ��345，000 �340，000 �300，000 �近県宇部OP広告料 

雑入 ��40，000 �131，750 �80，000 �セットポール販売代金ほか 

預金利息 ��0 �14 �0 �協会口座、参加費口座 
■収入計 ��5，366．676リ■ �．う，342髄0 �5」297」760 � 

支 出 －・Hrの・・7 部 �県テニス協会負担金 ��150，000 �150，000 �150，000 � 

体育協会負担金 ��70，000 �74，700 �75，000 �市体協賛助金 

大会事業費 ��2，229，000 �2，107，650 �2，095，000 �賞品、役員弁当代、コート使用料、ドロー会議 会議室使用料地 

（春季テニス） ��（405．000） �（365，836） �（365，000） 

（近県 �宇部OP） �（490．000） �（481，717） �（480，000） 

（職域対抗） ��（410，000） �（425，964） �（425，000） 

（体協カップ） ��（250，000） �（171，580） �（180，000） 

（理事長杯） ��（165，000） �（114，120〉 �（120，000） 

（クリスマスOP） ��（130，000） �（117，280） �（120，000） 

（宇部日報杯ジュニア） ��（53，000） �（53，804） �（54，000） 

．（ぷユ言質転結対鼠）． ��一・無跡地′ �翰q373） �（引S、000） 

（ボール購入費） ��（2f軋000） �（286，976） �（285，000） 

会議費 ��322，000 �342，512 �350，000 �総会懇親会、理事会等会議室使用料、コピー代 

普及強化費 ��1，270，000 �1，374，597 �1，371，000 � 

（年間表彰） ��（35，000） �（21，000） �（41，000） �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） ��（60．000） �（10，000） �（20，000） � 
ナ；くチ＝突撃蜜i ��こ■締綺髄顧 � �摩鹿瀬蠣 �市鴛テニス教室、、庫学生テニス教室籍尊者謝敵・ト 聞紆閂■　詫 

（テニスの日） ��（370，000） �（319，960） �（320，000） �講師旅費、グッズ、スタッフユニフォーム・弁当 

（普及事業） ��（100，000） �（58，000） �く50，000） �普及活動助成金 

く山口県体育大会） ��（110，000） �（‖4，948） �（110，000） � 

（宇治市交流大会） ��（150．000） �（223，581） �（200．000） �宇治市へ派遣 

研修費 ��50．000 �13，000 �20，000 �C級審判講習会、指導者講習会受講 
通信費 ��15．000 �1臥157 �17，000 �郵便料、はがき購入費、通信回線利用料 

消耗品費 ��50，000 �52，934 �50，000 �事務物品、ルールブック他 

備品費 ��50，000 �0 �50，000 �書庫、ポールかご他 

広告費 ��0 �10，800 �11，000 � 

印刷費 ��50，000 �3，700 �5，000 �総会資料印刷他 

慶零嚢 ��5倶卿軋．． �．5艶聞＿． �，‥印！脚ロー �昂零も儀協濃艶重患 

手数料 ��3，000 �4，428 �5，000 �振込手数料 

支出計 ��4，309，000 �4，209．320 �4，249，000 � 

次年度繰越金 ��1，057，076 �1，132，760 �1，048，760 � 

合計 ��5，366，076 �5，342，080 �5，297，760 � 
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平成30年度　宇部市テニス協会主催大会当番クラブ

協力人数：各クラブ2名　集合：7：45

春季テニス大会 

3月4日 �日 �男子単（一般A・B級、ジュニア） 圭子単（一般A、早、C級、） �西岐波テニスクラブ 
軍部石油 

3月18日 �日 �男子単（一般C、■b飯、‾年齢別） 女子単（年齢別、ジュニア） �小軒由レディ二大　　　rニャ■り 
中央テニスクラブ 

4月1日 �日 �男子複（全種目） 女子複（全種目） �日産化学 
球人 

逓療尋尋財－プお寺三見巨†サメおお・・ 

4月28日 �土 �一般男子単、年齢別男子複 女子複（一般、年齢別） �山口東京理科大 
NUSテニスクラブ 

4月29日 �日 �一般男子複、年齢別男子単 女子単（一般、年齢別） �SPAREWORLD 
USAll 

4月30日 �月／祝 �男女単複残り 混合複 �FYC 
JJB 

5月3日 �木／祝 �予備日 � 

・・・然協カップ亭怒涛テ去・泉選手権 

9月9日 �日 �一般男子単、一般女子複 年齢別男女複 �JFTC 
WinningShot 

9月17日 �月／祝 �一般男子複、一般女子単 年齢別男女単 �TeamPAO 
SCⅡ 

9月24日 �月／祝 �予備日 � 

理事長杯テニス大会 

．．11月3日＿。 �l土／祝 �一蝉男子AB，C，D級複、一般女子A，B，C級複 年齢別貴女複、ジュニア男■女複 �ミズノTS l， UTC 

宇部日報杯ジュニアテニス大会 

12月9日 �日 �小学生学年別男女単 �トウネテニスクラブ 
中学生学年別男女単 �UBETennis　Fans 

iクリス青えオここヲン 

12月23日 �日 �男子・女子・混合複 �サンデークラブ セントラル硝子 

※雨天順延の場合は予備日にスライドします。

※参加ができない場合は、必ず当番日1か月前までに競技委員会に連絡すること

※参加は可能な限り、試合に参加していない方でお願いします
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平成38年度　会長杯職域■クラブ対抗テニス大会リーグ表（予定）

A �B �C �D 

．＿l部 �三．・ジ貴4スポ「ツTC・払∋、． �．．■．－トウネテニス殻ラブ．。 �怠ズノTS．．（A）． �．ビTト 

2部 �宇部グリーンクラブ �宇部興産（A） �オレンジハウス（A） �TeamPAO 

3部 �JFTC（A） �宇部ドクターズ �JJB（A） �SPAER　WORLD 

4部 �中央テ羊スクラブ �スクランブル（A） �西部石油（A） �サンデークラブ（A） 

■5部 �日産化学（A） �ジョイスポーツTCくB） �西岐波テニスクラブ �球人 

6部 �船木テニスクラブ（A） �宇部興産くB） �FYC �ミズノTS（B） 

7部 �UTC �JFTC（B） �スクランブル（B） �ジョイスポーツTC（C） 

8部 �宇部高専 �アルデンテTC �宇部エースクラブ �セントラル硝子（A） 

9部 �山口東京理科大（A） �宇部興産（C） �西部石油（B） �船木テニスクラブ（B） 

10部 �サンデークラブ（B） �オレンジハウス（B） �山口東京理科大（B） �UBETennisFans 

11部 �サンデークラブ（D） �Winning　Shot �宇部興産（D） �エムシー・ファーティコム 日産化学（B） �NUSテニスクラブ �サンデークラブ（C） � 

USAll �セントラル硝子（B） �JJ白くB） � 

・8部：宇部高専、9部：船木テニスクラブ（B）は平成20年度大会N／Sです。

A �B �C �D 

1部 �ミズノTS（A） �小野田レディース �宇部グリーンクラブ �Winning　Shot 

2部 �宇部興産（A） �Teann　PAO �ジョイスポーツTC �ミズノTS（B） 

3部 �宇部興産（B） �UBETennisFans �USAll � 

SCⅡ �オレンジハウス � � 

・3部：宇部興産（B）、SCⅡ、オレンジハウスは、平成29年度大会N／Sです。

※　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。

※　女子3部はエントリー状況により4部創設の場合があります。

9



平成30年度宇部市テニス協会大会運営等に関する留意事項

【大会参加の官意事項】
｝各大会の募集要項は、年度当初にホームページに掲載しています

■各大会の参加申込は、各大会参加申込期日の1月前から受付けます
■クラス別大会における各優勝者は、シングルス暮ダブルスとも、クラス登録基準に限らず、

次年度大会は1つ上位クラスに出場してください

【団体加盟・個人登録】
■団体加盟金　3，000円個体、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（女子のみで構成する団体は4名以下）は1，500円

ただし、年度途中で6名（女子のみで構成する団体は5名）に遺したときは追加納付
■年度当初の個人登録簿提出期限、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くHP掲載あり）

【登録簿提出先】〒759・0207　宇部市大字際波　　出本健一　宛 

E・mail：tOurOku＠ucta．jp 

【登録費振込先】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） 

【大会参加申込・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）

※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，叩8円、ダブルス3，008円

※ジュニア団体対抗戦は3，000円／チーム

※フリー参加はシングルス・ダブルスとも1，000円／人（ジュニアは500円／人）の加算

【申込書提出先】〒755・0801宇部市上条五丁目7・30・4吉田慈孝　宛 
E・mail：kyougi＠ucta．jp 

【参加費振込先】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） 

※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
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協会運営に関するお問い合わせ先

E・mail：SOumu＠ucta．jp



宇部市テニス協会役員名簿
2018．3．1現在

役職名 �氏　　名 �委員等 �役職名 �氏　　名 �‾てr・ヒゴ碑 安貞守 

特別顧問 �鈴木英太郎 � �理　事 �青　木　和　彦 � 

顧　問 �今　釜　哲・男 � �JJ �有　木　昭　政 � 

会　長 �芥川貴久爾 � �〃 �磯　中　政　彦 � 

副会長 �奥村　恒雄 � �JJ �木　本　周　作 � 

／／ �中　原　省　五 � �J／ �清　永　浩　幸 � 

理事長 �秋　田　浩　二 � �J／ �蔵　圭　良　和 � 

副理事長 �出　本・健　一 �総務委員長 �汗 �工藤輿太郎 �（中体連） 

J／ �廉　石　　睦 �普及委員長 �J／ �古　瀬　泰　裕 � 

JJ �吉　田　‾義　孝 �競技委員長 �JJ �玉　枝　志　織 �（女子達） 

常任理事 �亀　川　　誠 �総務委員 �J／ �繋　田　裕　子 � 

JJ �高　木　裕　子 �総務委員 �JJ �鈴　木　克　佳 � 

JJ �徳　永　正　美 �競技・普及委員 �J／ �曽　田　憲　史 � 

／／ �友永　由宇子 �競技委員 �JJ �竹　下　勝　美 �（シニア） 

JJ �林　亜　紀子 �総務委員 �〃 �玉　木　蒋　太 �（高体連） 

J／ �福　井　倍行 �競技委員 �J／ �福　永　健　彦 � 

／／ �叉　木　陽　一 �総務・競技委員 �JJ �室　田　義　文 � 

J／ �吉　村　　　始 �総務・競技委員 �77 �森　本　正　志 � 

監　事 �下　瀬　　　亨 � �JJ �綿　井　靖　弘 � 

／J �湧田加代子 � � � � 

※太字は新任・昇任
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