
 

 

2020 年度 

宇部市テニス協会 

総 会 

 

 

 

 

 

 
日時：2020 年 2 月 22 日（土）1７：０0～ 

場所：国際ホテル宇部 4F ルビー 

 



 

2020 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) 2019 年度事業報告、決算報告及び監査報告 

 

 

 

(2) 2020 度事業計画、予算案 

 

 

 

(3) 役員改選 

 

 

４ その他 

(1) 2020 年度大会運営等の留意事項 



【一般男子】

山本　雄大

吉成　　皐

岩村　庸平

野村　瑛宙

河野　裕介

【ジュニア男子】

田村　真悟

【ジュニア女子】

三浦　茜音

藤永　萌花

高橋　宝良

藤本　彩花

2019年度　年間表彰者

山口県ランキング一般男子
　シングルス４位

（ジョイスポーツTC）

山口県ランキング１４歳以下男子　１位

山口県ランキング一般男子
　シングルス１位・ダブルス１位

（トゥネテニスクラブ）

山口県ランキング一般男子
　ダブルス２位

（ジョイスポーツTC）

（トゥネテニスクラブ)

山口県ランキング１６歳以下女子　５位 （ミズノTS)

山口県ランキング一般男子
　シングルス３位

（山口大学医学部）

（中央テニスクラブ)

（SUN FOREST TC）

山口県ランキング１２歳以下女子　３位

山口県ランキング１８歳以下女子　９位 （ミズノTS)

山口県ランキング１６歳以下女子　１位

山口県ランキング一般男子
　ダブルス４位

（トゥネテニスクラブ)
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 2019年度　事業報告

期日

総会 2/23

5/22

11/6

2/13

8/7

1/15

クラブ代表者会議 1/29

テニスの日

“宇部市テニス祭り”

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 清水　誠人 （トゥネテニスクラブ） 田村　恵介 （SUN FOREST TC）

男子B級単 国沖　裕二 （宇部グリーンクラブ） 和田　光広 （Team PAO） 杉山　朝喜 （オレンジハウス） 小西　公太 （オレンジハウス）

男子C級単 小出　秀規 （セントラル硝子） 鈴木　克佳 （宇部ドクターズ） 亀川　　誠 （UBE TennisFans) 中原　　佐 （オレンジハウス）

50歳以上男子単 福井　信行 （宇部グリーンクラブ） 山崎　知則 （西岐波テニスクラブ）

65歳以上男子単 廣石　　睦 （スクランブル）

ジュニア男子単 高山　流空 （ミズノTS) 河村　聖也 （SUN FOREST TC） 田村　真悟 （SUN FOREST TC） 門田　陵佑 （ミズノTS)

濱中　辰夫 （ジョイスポーツTC）

内田　勝己 （宇部グリーンクラブ）

松田 将起 （ジョイスポーツTC）

田村 郡治 （SUN FOREST TC）

若林　和貴 （UBE TennisFans) 亀川　　誠 （UBE TennisFans)

樋口　拓海 （UBE TennisFans) 中野　康昭 （UBE TennisFans)

野村 卓也 （サンデークラブ）

床本 隆夫 （JJB）

竹下 勝美 （セントラル硝子）

佐々木睦夫 （中央テニスクラブ））

河村 聖也 （SUN FOREST TC） 門田 陵佑 (ミズノＴＳ) 藤本 　匠 (黒石中学校) 西村 修斗 （SUN FOREST TC）

田村 真悟 （SUN FOREST TC） 塩田龍之亮 (ミズノＴＳ) 阿部 海翔 （SUN FOREST TC） 野口 　晴 （SUN FOREST TC）

女子A級単 磯部　寛子 （UBE TennisFans)

女子B級単 彌源治雅子 （USA11） 永島　　愛 （宇部興産）

ジュニア女子単 弘中　日菜 （トゥネテニスクラブ） 高橋　宝良 （ミズノTS） 大木萌百果 （西岐波中学校） 吉村　春風 （トゥネテニスクラブ）

木本真由美 （球人） 繁田　裕子 （宇部興産）

野村　直子 （球人） 小林　真理 （宇部興産）

江本　直子 (ミズノＴＳ) 永田　千鶴 （サンデークラブ）

河村　景子 (ミズノＴＳ) 坪井　陽子 （サンデークラブ）

弘中　日菜 (ミズノＴＳ) 吉村　春風 （トゥネテニスクラブ） 金重　茜音 （西岐波中学校） 井上　海音 （西岐波中学校）

大木萌百果 （西岐波中学校） 大石　百花 （トゥネテニスクラブ） 村井優里奈 （西岐波中学校） 岡田　侑女 （西岐波中学校）

一般男子単 山本　雄大 （ジョイスポーツTC) 吉成　　皐 （山口大学医学部） 岩村　庸平 （トゥネテニスクラブ） 橋本　啓生 （山口大学)

45歳以上男子単 内田　勝己 （宇部グリーンクラブ） 池田　貴司 （中国電力） 牛越　由浩 （宇部興産） 平岡　道生 （ジョイスポーツTC)

55歳以上男子単 今川　敏彦 （周南テニスクラブ） 得利　賢治 （ビート）

65歳以上男子単 中川　恒雄 （JFEスチール） 山崎　知則 （西岐波テニスクラブ）

山本　雄大 （ジョイスポーツTC) 清水　誠人 （トゥネテニスクラブ） 川田　真也 （西京高校) 永岡　克也 （レノファ山口)

野村　瑛宙 （ジョイスポーツTC) 梶田　博史 （マツダ） 川田　将也 （西京高校) 永岡　慎也 （山口県庁)

福井　信行 （宇部グリーンクラブ）

内田　勝己 （宇部グリーンクラブ）

十楽　浩之 （いのうえテニスガーデン）

小田　俊明 （球遊会）

津吉　宣生 （スクランブル）

廣石　　睦 （スクランブル）

一般女子単 井上　愛梨 （山口高校） 岩本ちえみ （HCTT） 小路あかり （サンデークラブ） 神田　弥優 （アルファテニスクラブ）

40歳以上女子単 岩田多希子 （宇部興産）

福永　恭子 （山口サングリーンTC） 部谷　深雪 （山口清交） 谷岡ゆかり （ふくいTC） 木本真由美 （球人）

井上　愛梨 （山口高校） 岩本ちえみ （HCTT） 山田奈津子 （徳山市民TC） 野村　直子 （球人）

祐垣　智子 （フジイTC）

横枕　知美 （B.P.P)

梶田　博史 （マツダ） 福井　信行 （宇部グリーンクラブ） 高田　雅也 （フリー) 上田　遼介 （レノファ山口）

寺尾　美陽 （防府グリーンTC） 岩本ちえみ （HCTT） 澤　　成美 （東ソー） 櫛崎可奈子 （レノファ山口）

第65回近県宇部
オープンテニス

トーナメント

4/27
4/28
4/29

2018年度総会付議事項、大会運営方法、テニスの日について　ほか

ジュニア男子複

混合複

65歳以上男子複

準優勝

年間表彰、2018行事・決算・監査報告、2019行事計画・予算　ほか

大会の反省、テニスの日、シニアテニス連盟について　ほか

テニスの日、次年度大会計画について　ほか

テニスの日、上半期大会の反省、ジュニア団体対抗について　ほか

行　事

常任理事会

100歳以上男子複3/4
3/18
4/1

女子A級複

内　　　　　　　　容

世代間交流テニス、ターゲットテニス、、親子交流テニス、インスタントダブルス　　　参加者数：延490人

第３位

5月～12月（全23回）　受講者71名

次年度大会運営について　ほか

会
議

2019年度
春季テニス大会

130歳以上男子複

次年度に向けた協会運営・大会運営　ほか

理事会

一般女子複

男子C級複

男子A級複

55歳以上男子複

一般男子複

45歳以上男子複

普
及
事
業

9/23
新井麻葵プロテニスクリニック、テニスで遊ぼう“PLAY&STAY”、あなたも達人！100万人ボレーボレー

前期：4月～7月（全16回）　受講者44名　　後期：9月～12月(全16回）　受講者37名

ジュニア女子複

大会名

女子B級複

優勝

男子B級複

40歳以上女子複
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 2019年度　事業報告

開催日 種　目

一般男子単 濱中 辰夫 （ビート） 村田 真成 （宇部興産） 米田 修 （オレンジハウス） 山本 康貴 （ジョイスポーツTC）

50歳以上男子単 福井　信行 （宇部グリーンクラブ） 野村　卓也 （サンデークラブ）

内田 勝己 （宇部グリーンクラブ） 中村　嘉孝 （SUN FOREST TC）

濱中 辰夫 （ビート） 村田 真成 （宇部興産）

弘中　淳一 （FYC）

米田　　修 （オレンジハウス）

一般女子単 小路 あかり （サンデークラブ） 星田　朋美 （オレンジハウス）

木本真由美 （球人） 岩田多希子 （宇部興産）

野村　直子 （球人） 小林　真理 （宇部興産）

中学生男子

中学生女子

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

女子の部

田村　恵介 （SUN FOREST TC）

堤　 優真 （SUN FOREST TC）

村上　彰教 （SUN FOREST TC）

山田　智仁 （トゥネテニスクラブ）

湯原　忠昭 （サンデークラブ） 亀川　　誠 （UBE Tennis Fans） 松山　雄治 （ＵＳＡ11） 福永　俊明 （ＪＪＢ）

佐藤　　俊 （サンデークラブ） 中野　康昭 （UBE Tennis Fans） 本廣　和孝 （ＵＳＡ11） 清永　浩幸 （ＪＪＢ）

桂　　　猛 （サンデークラブ）

蔵重　良和 （サンデークラブ）

堀　　憲次 （サンデークラブ）

中原　省五 （サンデークラブ）

河村　聖也 （SUN FOREST TC） 西村　修斗 （SUN FOREST TC） 高山　流空 （ミズノＴＳ） 伊藤　大晃 （トゥネテニスクラブ）

田村　真悟 （SUN FOREST TC） 野口　　晴 （SUN FOREST TC） 中村　和司 （ミズノＴＳ） 杉原　　聖 （トゥネテニスクラブ）

木本真由美 （球人）

野村　直子 （球人）

繁田　裕子 （宇部興産） 石村　久子 （ＵＳＡ11）

岸原　　愛 （宇部興産） 植野　和美 （ＵＳＡ11）

大木萌百果 （トゥネテニスクラブ） 三浦　珂菩 （トゥネテニスクラブ） 白石　栞奈 （SUN FOREST TC） 高見　莉沙 （ミズノＴＳ）

三浦　茜音 （トゥネテニスクラブ） 大石　百花 （トゥネテニスクラブ） 金重　茜音 （SUN FOREST TC） 前田　ゆめ （ミズノＴＳ）

小学4年生以下男子 木本 春馬 （SUN　FOREST　TC）

小学5年生男子 戸倉琥太郎 （ミズノＴＳ） 永田　大翼 （ジョイスポーツTC)

小学6年生男子 小西　悠晴 （オレンジハウス）

中学1年生男子 田中　蓮斗 （カトウテニスクラブ) 山城　優真 （西岐波中学校）

中学2年生男子 田村　真悟 （SUN　FOREST　TC） 長瀬　　駿 （カトウテニスクラブ) 高山　流空 （ミズノＴＳ） 西村　修斗 （SUN FOREST TC）

小学4年生以下女子 渡辺　和水 （トゥネテニスクラブ）

小学5・6年生女子 三浦　茜音 （トゥネテニスクラブ） 前田　ゆめ （ミズノTS）

中学1年生女子 高見　莉沙 （ミズノTS） 渡辺　日和 （トゥネテニスクラブ） 岡村　優美 （ミズノTS） 田中　花恋 （西岐波中学校）

中学2年生女子 高橋　宝良 （ミズノTS） 岩田絵美里 （トゥネテニスクラブ）

秋山　優太 （山口清交） 松田　将起 （ジョイスポーツTC) 中村　嘉孝 （SUN FOREST TC） 野村　瑛宙 （ジョイスポーツTC)

柿本　一輝 （山口ウィンズTC） 田村　郡治 （SUN FOREST TC） 村上　彰教 （SUN FOREST TC） 野邑　晃久 （ジョイスポーツTC)

弘中　日菜 （ミズノTS) 河野　圭子 （フリー） 繁田　裕子 （宇部興産） 大石智恵子 （トゥネテニスクラブ）

高橋　宝良 （ミズノTS） 岩田多希子 （宇部興産） 猪野　あき （宇部興産） 本廣　美咲 （トゥネテニスクラブ）

清水　誠人 （トゥネテニスクラブ） 笠井　俊範 （トゥネテニスクラブ） 田村　恵介 （SUN FOREST TC） 平岡　道生 （ジョイスポーツTC)

山崎　智加 （フリー） 藤永　萌花 （トゥネテニスクラブ） 瀧下　菜歌 （SUN FOREST TC） 山崎　佳子 （西岐波テニスクラブ）

大会名

ジョイスポーツＴＣ（Ａ）

6/30
7/21

一般男子複

第7回鈴木杯ジュニア
団体対抗テニス大会

8/12
レノファ山口（Ａ）

2019年度
体協カップ

宇部市テニス選手権

サンデークラブ（B）

Team PAO

西部石油（B）

ビート 宇部グリーンクラブ

西岐波テニスクラブ

サンデークラブ（A)

中央テニスクラブ

ジョイスポーツＴＣ（C）

宇部興産（A）

準優勝

ジョイスポーツＴＣ（Ｂ）

宇部興産

第３位

女子複

ジュニア男子複

SUN FOREST TC（Ｂ）

ＵＴＣ

アルデンテTC

2019年度
会長杯職域クラブ対抗

テニス大会

9/22
9/29
10/20
1/12

宇部興産（B)

JFTC（A）

SUN FOREST TC（Ａ）

JJB（B）

第13回
クリスマスオープン

一般男子A級複

混合複

12/15

11/4

ジュニア女子複

一般女子B級複

球人

セントラル硝子（A）

100歳以上男子複

一般男子C級複

一般女子A級複

一般男子B級複

130歳以上男子複

サンデークラブ（C）

男子複

オレンジハウス（B）

第15回
宇部日報杯ジュニア

テニス大会
12/8

2019年度
理事長杯テニス大会

ふくいテニスクラブ

ミズノＴＳ レノファ山口

100歳以上男子複

一般女子複

優勝
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2019年度　宇部市テニス協会会計決算書

昔　日 �2018決ま �2019予壬 �I2019決壬 �l　　　　　　　　内　訳 

収 入 の 部 �前年度繰越金 �1，132，760 �767，502 �767，502 � 

体育協会奨励金 �83，800 �91，000 �80，800 �615人×120円＋7，000円 

宇部市助成金 �0 �200，000■ �200，000 �宇部市スポーツコミッション助成金（テニスの日） 

年会費 �957，500 �960，000 �950，000 �団体加盟金、個人登録費 

事業収入 �1，575，500 �1，644，000 �1，678，500 �参加費、協賛金他 

（春季テニス） �（300，500） �（300，000） �（280，000） 

（近県宇部OP） �（490，000） �（500．000） �（586，000） 

（職域対抗） �（270．000） �（300，000） �（255，000） 

（体協カップ） �（114，000） �（130，000） �（119，000） 

（理事長杯） �（108，000） �（120，000） �（134，000） 

（クリスマスOP） �（134，000） �（135，000） �（1．42，000） 

（宇部日報杯ジュニア） �（90，000） �（90，000） �（84，500） 

（ジュニア団体対抗） �（69，000） �（69，000） �（78，000） 

普及強化事業収入 �172．000 �0 �0 � 

受託事業収入 �622，500 �630，000 �701，400 �市民テニス教室りト学生テニス教室受託料ほか 

総会参加費収入 �169，000 �169，000 �144，000 �懇親会会費、祝儀 

広告料収入 �215，000 �200，000 �180，000 �近県宇部OP広告料収入 

雑入 �25，900 �30，000 �54，850 �セットポール代、ルールブック販売 

預金利息 �13 �0 �10 �協会口座、参加費口座 
収入計 �4．953．973 �4．691．502 �4．757＿062 � 

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 �64，000 �70．000 �61，500 �市体協賛助金（＠100×615人） 

大会事業費 �1，996，245 �1，960，000 �1，922，047 �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） �（359，990） �（350，00b） �（324，600） 

（近県宇部OP） �（465，890） �（465，00P） �（507，614） 

（職域対抗） �（388，238） �（390，000） �（414，159） 

（体協カップ） �（143，380） �（140，000） �（143，000） 

（理事長杯） �（112，690） �（110，000） �（115，340） 

（クリスマスOP） �（137．130） �（120，000） �（118，564） 

（宇部日報杯ジュニア） �（41，912） �（40，000） �（44，020） 

（ジュニア団体対抗） �（60，255） �（60，000） �（53，750） 

（ボール購入費） �（28吼760） �（2■85，000■）・ �（201，000） �大会用ボール 

会議費 �333，304 �335，000 �267，986 �総会懇親会、理事会等会議室使用料、コピー代 

普及強化費 �1，489，465 �1．192．000 �1，212，708 � 

（年間表彰） �（46，000） �（27，000） �（27，000） �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） �（20，000） �（15，000） �（20，000） �（5，000円＋5，000円）×2名 

（テニス教室） �（632，633） �（630，000） �（719，586） �指導者謝礼、親睦費、ボール代 

（テニスの日） �（394．946） �（350，000） �（32＿7，922） �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） �（2，000） �（50，000） �（2，000） �国際B級審判更新 

（山口県体育大会） �（127，420） �（120，000） �（104，200） �交通費、弁当代ほか 

（宇治市交流大会） �（266，466） �（0） �（12，000） �宇治市・宇部市スポーツ交流大会交歓会会費 

研修費 �5，000 �10，000 �0 � 

通信費 �16，081 �16，000 �12，869 �郵便料、、HPサーバー・ドメイン料 

消耗品費 �8臥136 �50，000 �23，059 �インクトナー、賞状、ルールブック、電池ほか 

備品費 �0 �20－，000 �9，05・6 �ボイスレコーダー、スチールラック 

印刷費 �3，990 �4，000 �3．100 �総会資料 

慶弔費 �36．526 �40，000 �28，000 �体協懇親会 

手数料 �5，724 �6，000 �4，870 �振込手数料 

支出計 �4，186，471 �3，853，000 �3，695，195 � 

次年度繰越金 �767，502 �838．502 �1，061，867 � 

合計 �4，953，973 �4・，691■，502 �4．757．062 � 

以上相違ないことを認めます

令和2年2月3日

監事　丁顆　儲
滴、釘　押代、チ
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 2020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級） 使用球：ブリジストンＸＴ－8

男子単（一般Ｃ級、50歳・65歳以上） 参加費：単1,000円　複2,000円

女子単（ジュニア） 　　（ジュニアは単500円、複1,000円）

男子複（一般A・B・C級、ジュニア、 申込締切：2月12日（水）必着

　　　　　　　　　100歳・130歳以上） 振込期限：2月14日(金）厳守

女子複（一般A・B級、ジュニア） ドロー会議：2月20日（木）19：00予定

一般男子単、45歳・55歳・65歳以上男子複 試　合：トーナメント方式個人戦

一般女子複、40歳以上女子複 使用球：ブリジストンＸＴ－8

一般男子複、45歳、55歳、65歳以上男子単 参加費：単2,000円、複3,000円

一般女子単、40歳以上女子単 申込締切：3月25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27日(金）厳守

ドロー会議：4月1日（水）19：00予定

一般男子単 試　合：ラウンドロビン・トーナメント方式個人戦

一般女子単 使用球：ブリジストンＸＴ－8

50歳・65歳以上男子単 参加費：単1,000円、複2,000円

一般男子複 申込締切：6月10日(水）必着

一般女子複 振込期限：6月12日(金）厳守

100歳・130歳以上男子複 ドロー会議：6月17日（水）19：00予定

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

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：9月2日（水）必着

振込期限：9月4日(金）厳守

ドロー会議：9月9日（水）19：00予定

2020年度
会長杯職域クラブ
対抗テニス大会

1月10日（日） 20 予備日

9月20日（日） 男子1～5部

男子6～10部

男子11部、女子の部

20

9月27日（日） 20

10月18日（日） 20

8月30日（日） 20 前期大会予備日

9月22日（火/祝） 14 詳細未定
第7回　テニスの日
“宇部市テニス祭り”

7月19日（日） 20

第8回
鈴木杯ジュニア団体

対抗テニス大会
8月9日（日） 20 中学生の部男女

2020年度
体協カップ

宇部市テニス選手権

6月28日（日） 20

2020年度
春季テニス大会

4月 5日（日）

4月25日（土） 22

22

第66回
近県宇部オープン
テニストーナメント

3月29日（日）

18

3月 1日（日）

22

4月29日（水/祝）

4月26日（日）

5月 2日（土）

22

18

20 予備日
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 2020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級複 使用球：ブリジストンＸＴ－8

一般女子Ａ,Ｂ級複 参加費：複2,000円（ジュニアは1,000円）

100歳・130歳以上男子複 申込締切：11月4日(水）必着

ジュニア男女複 振込期限：11月6日(金）厳守

ドロー会議：11月11日（水）19：00予定

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18日(水）必着

振込期限：11月20日(金）厳守

ドロー会議：11月25日（水）19：00予定

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 申込締切：12月9日(水）必着

振込期限：12月11日(金）厳守

※当日抽選

3月7日（日） 20

3月27日（土） 20

3月28日（日） 20

4月4日（日） 20

1月10日（日） 20 各大会予備日（職域大会最優先）

2021年度
春季テニス大会

次年度コート調整会議で決定（3/7・27・28は確保済）
3日間で実施予定

2020年度
理事長杯テニス大会

11月23日(月/祝） 20

第16回
宇部日報杯

ジュニアテニス大会
12月13日(日） 20

第14回
クリスマスオープン
テニストーナメント

12月20日（日） 20

　・各大会とも、会場は宇部中央公園テニスコート、試合開始は9：00です。

　・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。

　　コート整備を行い、9：00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）

　・各大会の参加申込は、各大会参加申込締切日の1月前から受付けます。

　・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。

　・2試合はできるようにするため、棄権者があった場合は部分的なドローの調整を行います。

　・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。

　・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、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、

　・試合方法は、原則、1セットマッチ（セミアド）で行います。（ただし、近県・職域を除く）
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2020年度　宇部市テニス協会会計予算書（案）

費　　目 2019予算 2019決算 2020予算案 内　　訳　　

前年度繰越金 767,502 767,502 1,061,867

体育協会奨励金 91,000 80,800 73,000

宇部市助成金 200,000 200,000 100,000 宇部市スポーツコミッション助成金（テニスの日）

年会費 960,000 950,000 950,000 団体加盟金、個人登録費

事業収入 1,644,000 1,678,500 1,653,000

（春季テニス） (300,000) (280,000) (280,000)

（近県宇部ＯＰ） (500,000) (586,000) (550,000)

（職域対抗） (300,000) (255,000) (260,000)

（体協カップ） (130,000) (119,000) (120,000)

（理事長杯） (120,000) (134,000) (135,000)

（クリスマスＯＰ） (135,000) (142,000) (145,000)

（宇部日報杯ジュニア） (90,000) (84,500) (85,000)

（ジュニア団体対抗） (69,000) (78,000) (78,000)

受託事業収入 630,000 701,400 700,000 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 169,000 144,000 150,000 懇親会会費、祝儀

広告料収入 200,000 180,000 180,000 近県宇部ＯＰ広告料

雑入 30,000 54,850 55,000 セットボール販売代金ほか

預金利息 0 10 0 協会口座、参加費口座

収入計 4,691,502 4,757,062 4,922,867

県テニス協会負担金 150,000 150,000 150,000

体育協会負担金 70,000 61,500 55,000 市体協賛助金

大会事業費 1,960,000 1,922,047 1,965,000

（春季テニス） (350,000) (324,600) (325,000)

（近県宇部ＯＰ） (465,000) (507,614) (500,000)

（職域対抗） (390,000) (414,159) (415,000)

（体協カップ） (140,000) (143,000) (140,000)

（理事長杯） (110,000) (115,340) (115,000)

（クリスマスＯＰ） (120,000) (118,564) (120,000)

（宇部日報杯ジュニア） (40,000) (44,020) (45,000)

（ジュニア団体対抗） (60,000) (53,750) (55,000)

（ボール購入費） (285,000) (201,000) (250,000)

会議費 335,000 267,986 270,000 総会懇親会、理事会等会議室使用料、コピー代

普及強化費 1,192,000 1,212,708 1,244,000

（年間表彰） (27,000) (27,000) (29,000) 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） (15,000) (20,000) (15,000)

（テニス教室） (630,000) (719,586) (700,000) 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） (350,000) (327,922) (330,000)
講師旅費、グッズ、スタッフユニフォーム・弁当
他

（普及事業） (50,000) (2,000) (50,000) 普及活動助成金

（山口県体育大会） (120,000) (104,200) (120,000)

（宇治市交流大会） (0) (12,000) (0)

研修費 10,000 0 30,000 Ｃ級審判講習会・指導者講習会・更新助成

通信費 16,000 12,869 13,000 郵便料、はがき購入費、通信回線利用料

消耗品費 50,000 23,059 70,000 事務物品、ルールブック他

備品費 20,000 9,056 0

印刷費 4,000 3,100 4,000 総会資料印刷他

慶弔費 40,000 28,000 40,000 体協懇親会他

手数料 6,000 4,870 5,000 振込手数料

保険料 0 0 50,000 傷害保険

支出計 3,853,000 3,695,195 3,896,000

次年度繰越金 838,502 1,061,867 1,026,867

合計 4,691,502 4,757,062 4,922,867

収
入
の
部

参加費、協賛金他

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） USA11

女子単（一般A、B級） JFTC

男子単（一般C、D級、年齢別） Winning Shot

女子単（ジュニア） TeamPAO

男子複（全種目） ミズノTS

女子複（全種目） UTC

男子単（一般）・男子複（年齢別） トゥネテニスクラブ

女子複（一般・年齢別） UBE Tennis Fans

男子複（一般）・男子単（年齢別） サンデークラブ

女子単（一般、年齢別） セントラル硝子

男女単複残り エムシー・ファーティコム

混合複 ジョイスポーツTC

男子単（一般・年齢別） エースクラブ

女子単（一般） オレンジハウス

男子複（一般・年齢別） 宇部グリーンクラブ

女子複（一般）　　　　　 アルデンテTC

宇部ドクターズ

ＪＪＢ

男子複（A・B・C級、年齢別、ジュニア） 宇部興産

女子複（A・B級、ジュニア） ＳＵＮ ＦＯＲＥＳＴ ＴＣ

小学生学年別男女単 ビート

中学生学年別男女単 船木テニスクラブ

スクランブル

なにぬ部

水/祝

5月 2日 土

月/祝

7月19日 日

※当番は、可能な限り試合に参加していない方でお願いします

2020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 1日 日

4月 5日 日

3月29日 日

日

体協カップ宇部市テニス選手権

6月28日

4月29日

近県宇部オープンテニストーナメント

4月25日 土

予備日

4月26日

※都合が悪い場合は、必ず当番日1か月前までに競技委員会に連絡してください

日

理事長杯テニス大会

11月23日

中学生の部　男女

鈴木杯ジュニア団体対抗テニス大会

8月 9日 日

（チーム間で調整されても構いません　その旨協議委員会までご連絡ください）

宇部日報杯ジュニアテニス大会

12月13日 日

クリスマスオープン

12月20日 日 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) 宇部興産（A) ビート 宇部グリーンクラブ

2部 トゥネテニスクラブ ミズノTS（Ａ） オレンジハウス（A) JFTC（A)

3部 JJB（A) 中央テニスクラブ Ｔｅａｍ ＰＡＯ 球人

4部 宇部ドクターズ サンデークラブ（Ａ） ＳＰＡＥＲ　ＷＯＲＬＤ 宇部興産（B)

5部 スクランブル（Ａ） ジョイスポーツTC（Ｂ) 日産化学（Ａ） ジョイスポーツＴＣ（Ｃ）

6部 西部石油（Ａ） 西岐波テニスクラブ ＦＹＣ セントラル硝子（A）

7部 船木テニスクラブ ＵＴＣ ＪＦＴＣ（Ｂ） サンデークラブ（B)

8部 スクランブル(B) アルデンテTC 山口東京理科大（A) オレンジハウス（B）

9部 宇部エースクラブ 西部石油（B） UBE Tennis Fans サンデークラブ（C）

10部 宇部興産（C） SUN FOREST TC（Ａ） 日産化学（B） SUN FOREST TC（Ｂ）

JJB（B） ＵＳＡ11 サンデークラブ（D) NUSテニスクラブ

宇部興産（Ｄ） Winning　Shot サンデークラブ（Ｅ） なにぬ部

【女子】

1部 Ｔｅａｍ　ＰＡＯ 宇部興産（A） 宇部グリーンクラブ ＵＳＡ11

UBE Tennis Fans ミズノＴＳ（Ａ） オレンジハウス 宇部興産（B）

ミズノTS（B)

　　参加チーム数により部制なしの可能性があります。

2020年度　会長杯職域・クラブ対抗テニス大会リーグ表（予定）

11部

※　女子の部は前年度の順位、前々年度のエントリー状況により1部・2部に当てはめています

※     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。

・ミズノ（Ａ）、ミズノ（Ｂ）、オレンジハウス、宇部興産（Ｂ）は2019年度大会Ｎ／Ｓです。

・2部：トゥネテニスクラブ、ミズノTS（Ａ）、6部：西部石油（Ａ）は2019年度大会Ｎ／Ｓです。

2部
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役職名 氏　　名 委員等 役職名 氏　　名 委員等

特別顧問 鈴 木 英 太 郎 理　事 青 木 和 彦

顧　問 今 釜 哲 男 〃 有 木 昭 政

会　長 芥 川 貴 久 爾 〃 磯 中 政 彦

副会長 奥 村 恒 雄 〃 木 本 周 作

〃 中 原 省 五 〃 清 永 浩 幸

理事長 秋 田 浩 二 〃 蔵 重 良 和

副理事長 廣 石 睦 普及委員長 〃 工 藤 興 太 郎 (中体連）

〃 吉 田 慈 孝 競技委員長 〃 山 本 雄 希

常任理事 出 本 健 一 総務委員 〃 澤 野 貴 味 恵 (女子連）

〃 亀 川 誠 総務委員 〃 繁 田 裕 子

〃 高 木 裕 子 総務委員 〃 鈴 木 克 佳

〃 徳 永 正 美 競技・普及委員 〃 曽 田 憲 史

〃 林 亜 紀 子 総務委員 〃 佐 々 木 睦 夫 (シニア）

〃 福 井 信 行 競技委員 〃 玉 本 将 太 (高体連）

〃 又 木 陽 一 総務・競技委員 〃 小 西 公 太

〃 吉 村 始 総務・競技委員 〃 室 田 義 文

監　事 下 瀬 亨 〃 森 本 正 志

〃 湧 田 加 代 子

※太字は新任又は異動

宇部市テニス協会役員名簿（案）

２０２０．３．１現在
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2020 年度宇部市テニス協会主催大会の運営等に関する留意事項 

【大会運営変更の留意事項】  

■ 近県宇部オープン、職域クラブ対抗を除くすべての大会の試合方法を、原則 1 セットマッチ（セミアド）

とする。（近県宇部オープン、職域クラブ対抗は従来どおり） 

■ 鈴木杯ジュニア団体対抗においては、参加チーム数や天候等により 4 ゲームマッチを導入する。 

■ 近県を除く個人戦のラウンドロビンにおいて棄権者が発生した場合、必ず 2 試合できるよう一部ドロ

ーを調整する。ただし、ドロー数により調整できない場合もある。 

■ 協会主催大会における全参加者を対象に傷害保険に加入する。 

 

【団体加盟・個人登録】  

■ 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）に達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 

 
 
 
 
 
 

【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 2,000 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 
 
 
 
 
 

※ 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振込をお願いします。 

※ 提出期限、納入期限を厳守してください 

 

 

【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） 

協会運営に関するお問い合わせ先 

  E-mail：soumu@ucta.jp  

【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） 



2020. 01. 30　宇部市テニス協会　競技委員会

当日不参加(Ｎ/S)が出て、ラウンドロビン内に2名の選手しか残らなかった場合の調整（リドロー）について（案）

　例として下記のドロー（参加者11名）において、No.6の選手Ｆが不参加となった場合、これまでは選手Ｅおよび選手Ｇ

はラウンドロビン内において1試合しかできず、敗者選手はその試合のみで終わってしまうことがあった。

　次年度大会（近県宇部オープンテニスを除く）以降のラウンドロビンを含むトーナメントにおいて、1ブロック2名以下と

なった場合、他のブロックから選手を移動させ、最低2試合はしてもらうように調整（リドロー）することとする。

　＜リドローの方法＞

　①　3人ブロックにいる選手のうち、1名が不参加となった場合（下記例では選手Ｆが不参加）、4人ブロックの中の全員

　　が出場しているブロックのＤの位置にいる選手を移動対象とする。

　②　移動対象となる選手が複数いる場合は、所属団体が重ならないように配慮して、当日のレフェリーが決定した抽選

　　方法にて移動させる選手を決め、リドローする（抽選方法例 ： くじ引き、じゃんけん）。どうしても所属団体が重なる場

　　合は、上記の配慮無しで抽選を行い、移動させる選手を決定する。

　③　移動させて3人に減ったブロックは、3名ブロックのラウンドロビンで順位を決定する。

　④　全てのブロックが3人ブロックで、不参加選手が出た場合（例えば、12名出場の3名×4ブロックの場合）、移動対象

　　選手がいないこと、およびドローサイズが小さくなることで全体のドロー変更となってしまうため、本調整は実施しない

（例）

Ｎｏ 氏名 所属 勝 敗 率 順位

対戦順）①ＡｖｓＤ，②ＢｖｓＣ，③ＡｖｓＣ，④ＢｖｓＤ，⑤ＡｖｓＢ，⑥ＣｖｓＤ

Ｎｏ 氏名 所属 勝 敗 率 順位

対戦順）①ＢｖｓＣ，②ＡｖｓＣ，③ＡｖｓＢ

Ｎｏ 氏名 所属 勝 敗 率 順位

対戦順）①ＡｖｓＤ，②ＢｖｓＣ，③ＡｖｓＣ，④ＢｖｓＤ，⑤ＡｖｓＢ，⑥ＣｖｓＤ

シード順位　　①　選手Ａ　　②　選手Ｈ

1 2 3 4

Ａ 1 選 手 Ａ 〇 ◇ 大 学

-

Ｂ 2 選 手 Ｂ ◇◇テニススクール -

-- -

-Ｃ 3 選 手 Ｃ △ ◎ 高 校 -

- -

Ａ 5 選 手 Ｅ ☆ ☆ テ ニ ス ク ラ ブ

-- -Ｄ 4 選 手 Ｄ ☆ ☆ テ ニ ス ク ラ ブ

6 選 手 Ｆ 〇 ◇ 大 学 -

5 6 7 8

-- -

N/S

Ｃ 7 選 手 Ｇ △ △ テ ニ ス ク ラ ブ -

- -

-

Ｂ

Ｄ 8 Ｂ ｙ ｅ

-

9 10 11 12

Ａ 9 選 手 Ｈ ○ ○ テ ニ ス ク ラ ブ

-- -

-- -

Ｃ 11 選 手 Ｊ ◇◇テニススクール -

-

-

Ｂ 10 選 手 Ｉ △ △ テ ニ ス ク ラ ブ -

-

-

一般男子シングルス

-- -Ｄ 12 選 手 Ｋ △ ◎ 高 校

移動対象選手

移動対象選手

所属団体が重なるた

め移動対象としない

本件では選手Ｋを

移動、リドローさせた


